成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
函館

平成24年から実施。身寄りのない認知高齢者や虐待を受けている高齢者等を支援する為。

函館

障碍者自立支援法の改正により、平成24年4月から地域生活支援事業の必要事業となったため。平成24年4月
1日で実施要綱を制定。

函館

事業の施行にあたり必要であるため。

旭川

具体的取扱を定める必要があると判断したため。

旭川

身寄りのない人や、報酬を負担することが困難な方を支援するため。

旭川

身寄りのない認知症高齢者等の保護を図るため。

旭川

平成22年度に、町長申立が必要になるそうな町民がいたため定めたが実際には行う前に亡くなってしまい実績
はない。

旭川

報酬助成金に係る事柄をまとめるため。

旭川

Ｈ24年度より施行。地域生活支援事業（障害関係）で必要事業となったため、要綱を定めた。

釧路

要支援者が自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資する。

釧路

事業の円滑な実施を図るため。

釧路

平成23年4月まで基準を定めていなかったため。

釧路
釧路

○○町では市町村申立ては責務と考えている。生活保護の被保護者等は審判請求費用のみ助成しても後見等
報酬の支払いは難しく、後見等報酬を低額で引き受けてくれる候補人を見つけなければならず、市町村申立とし
て実効性が低い。そのため審判請求費用の助成と後見等報酬の助成はセットで要綱に定めている。
低所得者についても成年後見制度の利用を支援することで、本人の有する能力を活用した日常生活を送れるよ
う。

釧路

市町村長申立てケースがあったため。

釧路

成年後見制度利用支援事業（任意事業）を行うため。

山形

経費負担が困難な者に対し、成年後見制度の利用を支援するため。

山形

身寄りのない人や親族の協力が得られない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の適切な成年後見等の
開始を確保する為。

山形

低所得者の権利擁護のため。

山形

経費の負担が困難な者に対し、成年後見制度の利用を支援するため。

山形

成年後見の審判請求が困難な者に補完したり経費の助成をすることにより、制度の利用を支援するため。

秋田

成年後見人等の選任を容易にして高齢者等の福祉の増進を図る。

秋田

地域支援事業の任意事業として成年後見制度等利用支援事業があるため。

秋田

認知症高齢者の福祉の向上を図る。

秋田

成年後見制度の利用促進のため。必要があるため。

秋田

要支援者が自立できる環境を整備し、権利擁護を図るため。

秋田

成年後見制度利用支援事業に基づき。

秋田

知的及び精神障害者の福祉の向上を図る。

青森

成年後見制度は資力のある方だけの制度であってはならない。資力のない方を支援する場合、成年後見人等
が無報酬によってなり手不足にならないように報酬助成は不可欠である。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
青森

低所得者の利用を促進するため。予算確保のため。

青森

地域支援事業の任意事業として実施。

青森

成年後見制度利用支援事業を実施するため。

青森

以前、必要なケースが発生した為。

青森

以前、高齢者で必要なケースが発生したため。

青森

精神的障害者や知的障害者の方たちの、成年後見制度の利用促進を図るために必要であるため。

青森

要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活が営むことができる環境整備の実現
に資することを目的としている。

青森

町の成年後見制度利用支援事業実施要綱内に含まれている。

青森

判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進を図るため。

青森

地域支援事業により引用しているため。

青森

必要であると感じたため。

東京

○○区独自の制度としての実施要綱のみ定めている。

東京

成年後見制度利用支援事業の安定性や継続性を担保するため、○○区成年後見制度利用支援条例（以下「区
条例」とする。）を制定した。

東京

報酬助成を実施するにあたり、基準を明らかにするため。

東京

報酬の負担が困難な方に対して助成を行うことで成年後見制度の利用促進を図るため。
助成要綱はあるので、①にチェックはあるが実施には都のあんしん生活を使っているので次項以降の記載はさ
れない。

東京

助成の趣旨、対象者等を明確に定めるため（社協）。

東京

（あんしん生活事業の要綱）別添「報酬助成要綱」第2条（目的）のとおり。

東京
東京
東京

助成要綱はあるので、①にチェックはあるが実際には都のあんしん生活を使っているので次項以降の記載はさ
れていない。
助成要綱はあるので、①にチェックはあるが実際には都のあんしん生活を使っているので次項以降の記載はさ
れていない。
第三者後見人の選任を円滑に行うために、報酬助成を設けている。
助成要綱はあるので、①にチェックはあるが実際には都のあんしん生活を使っているので次項以降の記載はさ
れていない。

東京

低所得者に対しても成年後見制度の利用促進を図るため。

東京

経済的困窮者に対しても成年後見制度の利用促進を図るため。

東京

成年後見制度の利用を促進し、区民の権利擁護の推進と福祉の向上を図るため。

東京

成年後見制度の利用促進の為。

東京

（高齢者福祉課）要綱：○○区高齢者に係る成年後見人等の報酬等費用助成要綱（平成20年つくられた）。

東京

助成事業を継続的に実施するため。なお、東京都からの補助金を受けるにあたり、補助要綱を定め、その対者
を定め、明らかにすることが要件となっている。
「要綱」は「厚生労働省の成年後見制度利用支援事業」及び「東京都成年後見活用あんしん生活創造事業」の
双方に対応するものだが、報酬助成は「東京都」の制度で実施されており、「厚生労働省」の制度では報酬助成
は実施されていない。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
東京

助成対象、金額、手続き等について明確に定める必要があるため。

東京

助成要綱はあるので、①にチェックはあるが実際には都のあんしん生活を使っているので次項以降の記載はさ
れていない。

東京

予定としては両方の制度を使う予定。

東京

平成18年度に成年後見制度利用支援が実際にあり、要綱制定及び補正対応。

東京

適性を助成手続を規定する必要があるから。

東京

（障害）障害者自立支援法の地域生活支援事業として位置づけているため。

東京

（※障害福祉事業として実施している。）平成24年度から「地域生活支援事業」の必須事業となったため平成24
年4月1日付で施行。
まだ完成しておらず、でき次第連絡をもらえる。 要件 障害者でかつ65歳未満でかつ生活保護を受けていない
人。報酬助成額 家裁の報酬付与額相当（ただし、上限2万円/月）

東京

要綱等は基準であり、さまざまな事例のたびに迷わずに進むため。報酬助成については「○○市成年後見制度
における市長による審判請求手続等に関する要綱」に定めている。ほかに成年後見関係では、「○○市成年後
見制度における市長による審判請求手続き等に関する取扱指針」「○○市成年後見活用あんしん生活創造事
業実施要綱」がある。（添付資料参照）
5月31日再確認。
報酬助成の実施要綱は定めているので①にチェックした。但し、厚労省の成年後見制度利用支援事業の要綱
は定めていない。①のチェックを変えるつもりはない。
リーガルサポートの意図によれば、②にチェックをいれるべきと思われるが、国からの報酬は受けていないが、
利用支援事業の実施要綱はあるので①にチェックを入れたということです。

神奈川県

介護保険法の改正により成年後見制度利用支援事業が市の任意事業になったことから後見人報酬等の一部
助成の要綱を定めた。

神奈川県

後見人等の適切な身上監護又は財産管理による被後見人等の日常生活の支援や福祉の向上、権利擁護を図
るため、後見人等の報の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を要綱で定めている。

神奈川県 成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な者を助成するため。
神奈川県

要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備実現のた
め。

神奈川県

判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者が適切に成年後見制度を利用できるようにするた
め。

神奈川県 経済的理由によって、成年後見制度を利用できないことがないようにするため。
神奈川県 成年後見制度の利用に必要な費用を負担することが困難である者に対して、助成を行うため。
神奈川県 必要となる費用を負担することが困難な方でも制度が利用でききるようにするため。
神奈川県 必要な費用を負担することが困難な方でも制度を利用できるようにするため。
神奈川県 実務上の処理方法を規定するため。
神奈川県 実務上の処理方法を規定するため。
神奈川県 高齢者と同一要綱にて運用。
神奈川県 町長申立であるかどうか、被後見人の年収などにより独自に助成の対象を定めているため。
神奈川県 対象者の生活の自立の援助、並びに福祉の増進を図るため。
神奈川県 助成の対象や内容等を規定するため。
神奈川県 報酬の内容や対象者などを定める必要があるため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
神奈川県 報酬の内容や対象者などを定める必要があるため。
神奈川県 第3者後見を行うにあたり、報酬を支払う能力がない人に対して、成年後見制度の利用を促進させるため。
神奈川県 報酬支払能力がない人でも、町長申立による成年後見制度の利用を可能とするため。
神奈川県 報酬を負担する資産がないことを理由に、成年後見人が選任されないという事態を防ぐため。
千葉県

成年後見制度を公的に支援するため。

千葉県

助成にあたっての基準が必要なため。

千葉県

助成にあたっての基準が必要なため。

千葉県

助成にあたっての基準が必要なため。

千葉県

生保や低所得の理由から制度の利用が出来ない事のないよう支援するため。

千葉県

助成対象者の基準等定めるため。

千葉県

成年後見人等の権利の擁護及び福祉の向上に資するため。

千葉県

身寄りのない認知高齢者の増加傾向に対応するため。

千葉県

市長による審判請求手続等を定める必要がるため。

千葉県

市長による審判手続き、成年後見人が成年後見人等に支払う報酬の助成について定めるため。

千葉県

成年後見人等への報酬について、被後見人等の収入などでは費用負担できない方の権利を擁護し、安心して
制度利用できるようにするため。

千葉県

低所得者の福祉向上。

千葉県

適正な制度運営のため。

千葉県

報酬助成の予算を確保するため。

千葉県

生活困窮者においても成年後見制度を活用することが出来る様にするため。

千葉県

市等申立て及び、報酬助成を行うにあたり必要な事項を定める必要があったため。

千葉県

成年後見制度利用支援事業実施をする前提とする者。

千葉県

成年後見制度の利用支援を通じて、高齢者の福祉増進を図るため。

千葉県

障害者の福祉増進をはかるため。

千葉県

制度の適正な運用のために必要だから。

千葉県

一定の条件や上限が必要なため。

千葉県

一定の条件や上限が必要なため。

千葉県

報酬助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者のため。

千葉県

経済的理由により後見人等への報酬が支払えない場合、助成をすることにより成年後見制度の利用を円滑に
するため。

千葉県

厚生労働省より事務連絡があったため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
千葉県

要支援者の福祉の増進を図ることを目的として。

千葉県

経済的困窮者であっても必要があれば成年後見制度を利用できるようにするため。

千葉県

生活費の困窮者に対して設置。

千葉県

必要性があるため。

千葉県

必要性があるため。

千葉県

高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進を図る。

千葉県

○○町成年後見審判請求等に関する規則を定めている。

千葉県

報酬助成の手続を遂行するため。

千葉県

事務を行う上で、必要な事項を定める必要があったため。

千葉県

制定時のことは不明。

千葉県

「○○市成年後見制度利用支援事業実施規則」添付第1条

千葉県

「○○市成年後見制度利用支援事業実施規則」添付第1条

千葉県

認知症等で自立生活が困難でありながら親族の支援が得られない且つ資産の無い高齢者に対し適切なサービ
スの提供につなげる体制づくりが必要であることから。

千葉県

法律の整備に伴い、規則を制定した。

とちぎ

市長申立て者については、高齢者福祉課にて要綱整備しており障がい者も対象者に含まれる。また、地域生活
支援事業においては任意事業であったため、未実施。平成24年度より必須事業となるため実施予定。

とちぎ

H21年7月11日○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱として定めている。

とちぎ

資力のない人でも制度利用が出来るようにするため。

とちぎ

成年後見人等の必要な人で、その報酬支払いが経済的に困難な人を救済するため。

とちぎ

制度として適正に運用するため。

とちぎ

旧○○○町で同様の要綱を定めていたため、それに引き継ぐかたちになっている。

とちぎ
とちぎ

認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者が、成年後見制度を利用するにあたりその支援をすることにより、
要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に
資することを目的とするため。
要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備をするた
め、成年後見制度の利用を支援することとしている。

とちぎ

制度の円滑な運用に必要なため。

とちぎ

知的障害者福祉法又は精神保健及び性障害者福祉に関する法律に基づく後見開始の審判請求に関し必要な
事項を規定するため。

とちぎ

経済的理由により、成年後見制度の利用が困難である方を救うため。

とちぎ

認知症高齢者等の福祉を図るため。

とちぎ

本市に成年後見が必要な方がいたため、要綱を定め支援している。

とちぎ

対象者が実際にいたことも理由の一つです。

とちぎ

低所得者救済等のため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
とちぎ

認知症高齢者の増加により、高齢者の尊厳の保持が重要視されてきた為、第3期介護保険計画（H18～21）に
『成年後見制度利用支援事業』の導入を組み入れたから。

とちぎ

地域生活支援事業における必須事業（H23年までに実施）である為。

とちぎ

助成の根拠を明確にするため

とちぎ

○○町成年後見制度利用支援実施要綱。

群馬

成年後見制度の利用を支援するため。

群馬

所得状況等から法定後見人への報酬負担が困難な場合の助成を行うため。

群馬

成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、費用負担が困難なことから利用が進まない高齢者
等の福祉向上のため。

群馬

要支援者の負担軽減。

群馬

成年後見制度の利用支援のため。

群馬

後見人が適切な身上監護、財政管理を行い、被後見人等の日常生活の支援や福祉向上・権利擁護を図るため
に定めている。

群馬

成年後見を見つける必要のある障害者がいたため。

群馬

平成17年7月29日「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する・・・」障障発第
0729001号を受けて制定。

群馬

報酬助成には一定の基準が必要なため。

静岡

実施にあたり要綱が必要であるため。

静岡

実施にあたり、要綱が必要であるため。

静岡

市町村申立てを実施した際に報酬が発生することを想定していたため。

静岡

市町村申立てを実施した際に、報酬が発生する事を想定していたため。

静岡
静岡

要支援者がその有する能力を活用し、自ら希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現のた
め。
要支援者がその有する能力を活用し、自ら希望する自立した日常生活が営むことができる環境整備の実現に
資するため。

静岡

報酬助成を行うため。

静岡

成年後見制度利用を支援するため。

静岡

町で認知症高齢者や身体障害者等をひとつ要綱で定めている

静岡

資産貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部または一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な
者の為。

静岡

別途要綱による。（○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱）

静岡

後見人等の負担の軽減及び身寄りのない低所得者の利用の促進のため。

静岡

後見人等の負担軽減、身寄りの無い低所得者の利用促進。

静岡

身寄りのない高齢者や、身寄りがあっても関わりが薄かったり、高齢者の財産を狙っている家族もあり、本人の
権利擁護のために必要なため。

静岡

本人の負担能力等の状況等を総合的に考察の上、審査を行い助成金の支給の可否、支給金額等を決定する
ため。

静岡

障害者の福祉向上に寄与するため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
静岡

高齢者の福祉向上に寄与するため。

静岡

報酬支払い困難な状況の方の権利擁護のため。

静岡

あくまでも制度が円滑に運用できるようにするため、該当者本位の考えに立ち、要綱を定めたと考えています。

静岡

成年後見制度は、判断能力が不十分な方への権利擁護について大きな役割を果たすとともに、成年後見の支
援が利用者の財産管理や福祉サービスの利用などにおいても役立つものと判断できるため、成年後見制度の
報酬費用の負担が困難で利用ができない状況とならないように、これに該当する方の本位に立ち、要綱を定め
ていると考える。

静岡

成年後見制度の活用が必要な者が、費用負担が困難なため、権利の擁護が得られなくなることを防ぐため。

静岡

本人負担の申立てをしない場合の基準（市長が審判請求の申立てによる）。市民の権利擁護の推進及び福祉
の向上を図るため。

静岡

成年後見人の選任を容易にして福祉の増進を図る。

山梨

事業の必要性から定めている。

山梨

配偶者及び親族がいない人が増え、町が対応するケースが増えてくる事が予測されるので。

山梨

会計処理上の根拠を明確にするため、他・・・。

山梨

該当者がおり、定める必要があったため。

新潟県

所得の少ない方も利用出来るよう配慮。

新潟県

1.○○市成年後見制度利用助成事業
H１13から実施。申立ては当初から市長に限るものではなく本人や親族申立にも対応できるものです。要綱とし
て定めています。

新潟県

成年後見制度の利用に係る負担を軽減する。

新潟県

認知症高齢者の増加により。

新潟県

身寄りのない障がい者や養育能力に欠ける障がい者の保護者等が増え、事業の必要性があったため。

新潟県

必要と考えているため。

新潟県

成年後見制度利用を支援することにより意思能力に乏しい方々の権利を保護するため。

新潟県

成年後見制度の利用を支援することにより、知的障害者、精神障害のため意思能力に乏しい方の権利を保護
することを目的としている。

新潟県

適用基準を明確にし、適正な運用を行うため。

新潟県

平成14年度から定めている。

新潟県

成年後見制度の利用促進のため。

新潟県

成年後見制度利用支援助成金交付要綱。成年後見制度の利用にあたり必要な費用を負担することが困難な方
に対し、町が助成金を交付することで経済的な理由により制度を利用できない方がいないようにする。

新潟県

生活保護法による被保護者、又は資産・収入等の状況がそれに準ずると認められる認知症高齢者等を支援す
るため。

新潟県

地域支援事業交付金の交付対象になったため。

愛知

成年後見人等からの報酬請求に対し、必要となる費用を負担することが困難である方に代わって市が費用を助
成し、被後見人等の福祉の向上を図るため。

愛知

成年後見人等からの報酬請求に対し、必要となる費用を負担することが困難である者に代わって市が費用を助
成し、もって被後見人等の福祉の向上を図ること。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
愛知

介護保険法の地域支援事業に規定されるため。

愛知

経済的困窮者救済のため。

愛知

○○東部成年後見センターの発足に伴い圏域内市町で共通して制度化することとなった。

愛知

○○東部成年後見センター発足に伴い圏域内の市町で定めた。

愛知

対象者、助成額等を明確にするため。

愛知

知的障害者及び精神障害者に対し、要綱を定めている。施設入居者18,000円、その他の者28,000円。

愛知

透明性及び公正性をはかるため。

愛知

必須事業になったため。

愛知

予算をとるために必要であったと考える。

愛知

円滑に事務を遂行する為。

愛知

判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の福祉の増進を図るため。

愛知

予算計上する際の根拠となるため。

愛知

報酬助成を行う基準を明確にするため。

愛知

適切な運用のため。

愛知

成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、低所得を理由に制度の利用が困難となることを防ぐため。

三重

報酬助成が必要な方が出てくる場合の判断基準が必要なため。

三重

今後の高齢社会を支える制度の1つであり、必要とする方が経済的理由で利用できないことのない様支援する。

三重

成年後見制度の利用の支援をするため。

三重

支給基準を定めるため。

三重

必要な場合があるので（費用負担が困難なケース）

三重

成年後見制度の利用が困難な方への支援策。

三重

認知症高齢者等の生活の支援及び福祉の増進に資する為。

岐阜県

判断能力が不十分な人の保護（財産管理や身上監護）をする必要があるため。

岐阜県

いつでも対応できるようにしている。

岐阜県

別紙実施要綱第1条に定めるとおり。（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

岐阜県

別紙実施要綱第1条に定めるとおり。（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

岐阜県

○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱 平成20年7月1日施行。

岐阜県

高齢者の生活の自立援助と福祉増進のため。

岐阜県

報酬を負担することが困難である者が想定されるため。

岐阜県

経済的理由で成年後見制度を利用できないという状況を生まないよう、助成の対象を明確にした。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
岐阜県

成年後見制度の利用にあたり必要な費用を負担するのに困難な者に助成するため。

福井県

障害者自立支援法のなかで義務付けられているため。

福井県

事業実施上、定める必要があるため。

石川県

成年後見制度利用支援事業の要綱あり。行政として責任を持って対応するため基準が必要。

石川県

必要なため。

石川県

報酬助成対象者を明確にするため。

石川県

事業を適切に行うため。

石川県

対象となる人が存在するため。

石川県

助成対象者や上限の金額を定めている。

富山県

成年後見制度申立て支援事業の要綱を定める際に、別に報酬助成に関する要綱を定める必要があると判断し
たため。

富山県

報酬助成実施のため。

富山県

在宅￥28,000、施設￥18,000

富山県

対象者の自立支援、自己決定権の尊重及権利擁護を図ることを目的に制定。

富山県

障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用を支援することにより、これら障害者の権利擁護
を図るため。

大阪

助成のため要綱が必要

大阪

成年後見人等への報酬の負担が困難な方に対し、要綱に基づいて適正に報酬助成を行うため

大阪

助成にあたり手続き等の機銃認定が必要なため

大阪

対象者等を定めるため

大阪

成年後見制度の利用を支援するため

大阪

成年後見制度の利用を支援するため

大阪

市長申し立てを行う場合、第三者が有償で後見人に選定されることが多いため、低所得者であるケースについ
て助成が必要であるため

大阪

適切な支援を行うため

大阪

一定の助成対象者等の規定を要するため

大阪

成年後見制度に係る町長申し立てを行った高齢者のうち、低所得者の高齢者に対する助成を行うため

大阪

担当課が複数にまたがるため、統一した基準等が必要

大阪

担当課が複数にまたがるため、統一した基準等が必要

大阪

①府の指導
②障害者自立支援法第７７条の実施に際し必要な要綱を定めるよう国の通知あり

大阪

支払い能力がなく、後見人が無報酬になるため

大阪

成年後見の費用負担で困難な方に対し、必要となる費用の全部又は一部を助成することにより、成年被後見人
の生活を支援するため
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
大阪

高齢社会への台頭と制度の利用促進のため

大阪

法改正により要綱改正（Ｈ24.4.1施行）

大阪

成年後見制度利用が必要であるにもかかわらず、成年後見人等への報酬支払いが困難であるために、利用に
至らない方に対し、報酬の一部または全部を助成するため

大阪

成年後見制度利用が必要であるにもかかわらず、成年後見人等への報酬支払いが困難であるために利用に至
らない方に対し報酬の一部または全部を助成するため

大阪

判断能力が不十分な認知症高齢者・知的障害者及び精神障害者の地域社会での自立・福祉の増進を図るため

大阪

現在作成途中

大阪

対象者や上限額等を定める必要があるため

大阪

権利が守られた地域生活を送ることが出来るよう支援するため

京都

対象者を明らかにする必要があるため

京都

経済的に困窮している方が成年後見制度を利用することができるようにするため

京都

理由未記入

京都

低所得であっても、成年後見制度の利用を可能にするため

京都

成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な人を支援するため

京都

成年後見制度利用における宇治市長の審判申立要項、市長申立を円滑に行うため

京都

○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成１８年要綱第４号）により定めている

京都

低所得であっても、市長の成年後見制度申し立てにより、成年後見制度の利用できるようにするため

京都

要綱等を定めることにより円滑な事務執行を図っている

京都

後見人への報酬が被後見人の負担となることによって活用されにくい制度となるのを防ぐため

京都

基準を明確にするため

兵庫

目的を明確にし、適正に運用するため

兵庫

成年後見制度を利用することにより、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者がその存する能力を活用し、
自らが希望する自立した日常生活を営むことができるよう環境整備の実現に資するため

兵庫

成年後見制度の利用促進のため

兵庫

認知症等により日常生活を営むことに支障のある高齢者等がより安全に日常生活を営むことができるよう支援
するため

兵庫

必要時に対応するため

兵庫

成年後見制度の利用を支援することについて必要な事項を定めるため。

兵庫

報酬助成等の事業内容により、要綱必要と判断

兵庫

報酬が支払えない対象者も成年後見制度の必要があれば市町村申立てで受任してもらい、後見人等の支援を
してもらうため

兵庫

生活困窮者についても制度利用ができるように

兵庫

市長による成年後見等の審判請求をした者が低所得者であった場合、後見人等に報酬が支払えなくなるため
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
兵庫

制度活用が必要にもかかわらず、費用負担が困難なこと等から利用ができないということを防ぐ為

兵庫

経済的困窮者でも制度を利用できるようにするため

兵庫

平成18年に「養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱」を定めたなかで含めています。

兵庫

判断能力が十分でない認知症高齢者に対して権利擁護及び法的地位の安定性を図るため成年後見制度の利
用に係る費用を助成することにより福祉の充実に寄与するため

兵庫

必要性を感じるから

奈良

成年後見開始等の審判請求を行う場合における手続き等を定めるため

奈良

要支援者に係る成年後見制度の利用に対する支援について必要な事項を定める必要があるため

奈良

成年後見制度の利用が必要な要支援者が後見人等の報酬を理由に制度の活用が出来なくなる事態を避ける
ため。

奈良

経済的理由で成年後見等が受けられないということがないようにするため

奈良

低所得者が安心して制度利用できるよう、報酬助成の要綱を定めている

奈良

助成を求める意見が多く、またその必要性も認識されたため

奈良

地域生活支援事業の必須事業であるため

奈良

介護保険制度を利用し、安定した生活が送れるように

奈良

現在対象者はいないが、今後出てくる可能性があるため

奈良

昨今の高齢者を取り巻く状況から、成年後見制度の利用は不可避なものであり、また、経済的な理由により利
用出来ない方でやむを得ない事情がある場合には、公費による助成を行うことにより、高齢者の自立援助と福
祉増進を図る必要があるため、平成２２年８月に制定しました。

和歌山

市長申立てに関するもの

和歌山

老人のみ

和歌山

制度としてあるため

和歌山

身寄りがなく親族等による法的後見の開始の審判が期待できず費用負担もできない方についても制度の利用
を可能とするため

和歌山

経済的な理由で制度利用が困難な方への支援のため

和歌山

○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱で定めている

和歌山

必要な方が困らないように

和歌山

制度の利用を支援するため

和歌山

平成24.4.1より定める予定

和歌山

町長申立ての事案があったため

広島

平成18年の要綱施行時に策定。

広島

成年後見人等に対する報酬の支払に要する費用を助成することにより、成年後見制度の利用支援を図るため。

広島

実施のため要綱を定めている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
広島

成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、費用の負担が困難なこと等から、利用が進まないと
いった事態に陥らないようにするため。

広島

運用上必要なため。

広島

法に基づく。

広島

制度を利用しやすくするため。

広島

対象者の福祉の増進を図るため。

広島

成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対して助成するため。

広島

報酬助成するためには、根拠規定が必要なため。

広島

実施要綱に基づき、報酬の助成を行うため。

広島

報酬の援助を行うことについて必要な事項を定めるため。

広島

必要なケースに対応する為。

山口

地域支援事業（任意事業）。

山口

市長が行う審判請求において、必要となる費用を負担することが困難である者に対する支援を行うため。

山口

必要となる費用を負担することが困難である者に対する支援を行うため。

山口

支払根拠が必要なため。

山口

報酬助成の対象者や根拠を明確化するため。

山口

本市の制度について明文化し、円滑な事務を行うため。

山口

支払い根拠が必要なため。

山口

報酬助成についての基準を明記するため。

山口

制度の利用が必要な人が報酬費を支払えない為に利用が困難になることを防ぐため。

山口

基準が必要なため。

山口

「成年後見制度利用支援事業」の担当課は、4課あり、市として統一した基準を持って対応するため。

山口

市長申立により後見開始の審判を受けた者の成年後見の安定利用を確保する上で、要綱での規定が必要と判
断された為。

山口

報酬助成の対象者と根拠を明確にするため。

岡山県

費用助成のため要綱の定めが必要

岡山県

利用促進の一助けとなると考えてるため。

岡山県

対象者の福祉を図るため。

岡山県

対象者の要件を定める必要があったため。

岡山県

成年後見制度の活用促進

岡山県

事業実施を行ううえで必要なため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
岡山県

報酬助成の要件を定めるため。

香川県

高齢者担当部署と共通で定めている。

香川県

助成のために実施要綱が必要。

香川県

要綱は高齢者と障がい者同じものを使っている。

香川県

報酬助成するために実施要綱が必要なため。

香川県

報酬助成にあたり、ある程度基準を明確にしておく必要がある為。

香川県

判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の自立援助と福祉の増進のため。費用負担が困
難な者への援助。

香川県

必要が出てきたので。

香川県

高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助、福祉の増進を図るため。

徳島

支援を行うにあたり、要件を明確にする必要があるため。

徳島

4/1～施行の予定で準備中である。

徳島

地域生活支援事業の一環として。

えひめ

対象者がより制度を利用しやすくするため。

えひめ

国が必須事業と規定したため。

えひめ

町長申立てを行った被後見人等に限定。

えひめ

助成への根拠が必要なため。

えひめ

平成22年10月29日制定。

えひめ

判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の権利擁護を促進するため。

えひめ

経済的に困窮者である者に対し、申立の費用及び成年後見人等の報酬を助成することにより、成年後見制度
の利用を支援し、福祉の増進を図るため。

えひめ

成年後見制度の利用に係る費用を負担することが経済的に困難である者に対し、申立費用及び成年後見人の
報酬を助成することにより、制度利用を支援し、福祉の増進を図る。

えひめ

○○市として（高齢者、障害者含む）作成あり。

えひめ

予算執行の根拠となるため。

えひめ

低所得者及び生活保護者でも成年後見制度を利用できるようにする為。

えひめ

低所得者及び生活保護の方でも制度を利用できるように。

福岡

必要であるため。

福岡

助成にあたっての根拠法令とするため。

福岡
福岡
福岡

成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、制度の利用に係る費用負担が困難な方に対して利用
助成を行うことで、制度の利用を可能にするため。
成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、制度の利用に係る費用負担が困難な方に助成を行う
ことで、制度を使えるようにする。
○○市に居住する判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活面における自立
の援助、自己決定の尊重及び権利の擁護を図るため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
福岡

事業の適正な実施のため。

福岡

この事務事業に関する手続き基準、運用方法等を定めることで行政の事務執行を円滑におこなうため。

福岡

公費の支出にあたり必要だから。

福岡

判断能力の十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進を図るため。

福岡

支払い根拠がいるため。

福岡

支払根拠が必要なので。

福岡

成年後見制度利用支援事業については、国からは制度の概要等を例として示されているにすぎず、事業の実
施にあたっては要綱が必要と考えるため。

福岡

成年後見制度利用支援事業については、国からは制度の概要等を例として示されているにすぎず、事業の実
施にあたっては、要綱が必要と考えるため。

福岡

知的、精神障害者の福祉の向上を図るため。

福岡

助成要件、限度額を定め事務の適正化を期すため。

福岡

判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進を図るため。

福岡

報酬を支払う根拠を明確にするため。

福岡

報酬の支払根拠を定めるため。

福岡

制度利用にあたり費用負担が困難な者に助成内容等を明確化することにより利用の促進、高齢者等の福祉の
増進を図るため。

福岡

費用負担が困難なこと等から利用ができないといった事態を防ぐため。

福岡

成年後見制度に必要な費用を負担することが困難な者に対して助成するため。

福岡

助成対象、助成方法を明らかにするため。

佐賀

報酬を負担することが困難である者に対し、制度の利用を支援するため

佐賀

対象者の負担軽減のため

長崎

必要性があると判断されるため。

長崎

厚生労働省からの事務連絡による。

長崎

定めていないと実施できないため。

長崎

市長申立てにより後見人等が選任された方の低所得者対策として定めている。

長崎

成年後見制度の利用に要する費用の助成を受けなければ同制度の利用が困難であると認められる者に対し、
費用の全部又は一部の助成することにより、同制度の利用促進及び高齢者福祉の増進を図るため。

大分

経済的に負担できない者へ助成を行うため。

熊本

報酬助成を希望者全員が利用できる体制ではないためどの枠組で実施するかの整理をし、担当職員の判断基
準を統一するため。

熊本

必要となることが想定されるから。

熊本

身寄りのない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者が自立した日常生活が営めるように支援するため。

熊本

後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよ
うに支援するため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
熊本

判断基準を明確にするため。

熊本

市町村申立て要綱に付随てして定めている。

熊本

低所得の対象者が円滑に後見申立て、選定が行えるよう要綱により定めています。

熊本

後見人が適切な身上監護、財産管理を行い被後見人等の生活を守ることができるようにするため。

熊本

経済的困窮者であっても制度が利用できるよう。

熊本

成年後見制度の利用促進に資するため。

熊本

後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被保佐人、被後見人及び被補助人の生活を守ることができるよ
うにするため。

熊本

適用要件、手続き等を明確にすることで公平性を保つため。

熊本

適用要件、手続き等を明確にすることで公平性を担保するため。

熊本

○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱老人福祉法による。平成19年4月1日。

宮崎県

申請手続や助成の基準等を定めるため。

宮崎県

後見制度を利用し、支援を行うことにより、高齢者自身が希望する生活を営むことができる環境整備を行うた
め。

宮崎県

低所得者への後見人等報酬助成のため。

宮崎県

低所得者への後見人等報酬助成のため。

鹿児島

認知症高齢者等が後見、保佐または補助の制度を利用することを支援して、認知症高齢者等の権利を保護す
るため。

鹿児島

市町村による申立の際に必要であると思われるため。

鹿児島

制定中。

鹿児島

要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現の
ため。平成１８年３月３０日制定。

鹿児島

平成23年2月に申立人となる親族がいないとのことで相談があった。

鹿児島

補助基準を明確にするため（H24.4.1～）

鹿児島

生活保護、準じると認められる者へ助成のため。

鹿児島

報酬の助成に関し、必要な基準及び助成額を定める必要性があるため。

鹿児島

実施要綱がある方が必要な人への手続きがしやすいため

鹿児島

助成により障害者等の福祉の増進を図る

鹿児島

老人福祉法に基づき、後見等が開始された認知症高齢者等に対し、予算の範囲内で報酬を助成するため。

鹿児島

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき後見等が開始された精神障害者に対し、予算の範囲内
で報酬を助成するため。

鹿児島

成年後見制度の利用体制を整備するため。※平成24年4月1日施行

鹿児島

成年後見制度を利用しやすくするため

鹿児島

成年後見制度を利用しやすくするため
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント (＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可)
第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
①実施要綱を定めている。
沖縄

資産がなく報酬等を負担できない被後見人の支援が必要な為。

沖縄

成年後見利用にあたり、後見人等の報酬を負担することが困難であるものに対し、助成を行うため。

沖縄

地域支援事業の施行により定めています。

沖縄

平成24年4月に告示予定。成年後見制度のニーズが高まり、また施設等からの要望もあったため。

沖縄

福祉の向上を図るため。

沖縄

報酬助成事業を円滑に運用することができるようにするため。報酬助成により、市民後見人等の生活を支援す
るため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント （＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
②実施要綱を定めていない。
函館

現在策定中。

旭川

必要対象者が現われ次第対応することとしている。

旭川

今まで、成年後見を利用する事例がないため。

旭川

現在制定中。

旭川

H24年度中に整備予定。

旭川

被後見人が負担すべきと考えているため。

旭川

要綱を作成中です。

旭川

現在担当者はいないが、今後検討する。

釧路

必要性がなかった。

釧路

現在検討中。

釧路

現在規定に向け作業中。

秋田

平成24年4月1日に要綱を判定予定です。

秋田

権利擁護を担当する社会福祉士が1名であり、総合相談業務にほとんどの時間を費やす状況で
あったため取り組むことができなかった。

秋田

現在要綱（案）を作成し、24年4月1日から運用予定。

秋田

平成24年7月1日より実施予定（6月補正で予算計上）。

秋田

検討中。

青森

市の方で民事に介入するつもりはありません。

青森

現在作成中でH24.4月より実施する。

青森

検討中。

青森

制度に対する理解不足。

東京

区独自の報酬助成制度で行っているため。

東京

平成25年度中の実施を検討中。

東京

平成24年度中に要綱を定め、成年後見制度利用支援事業を実施する予定。

東京

東京都成年後見活用あんしん生活創造事業を利用しているため。

東京

助成援助している○○区役社会福祉協議会で定めている。

東京

区からの委託事業ではなく、補助事業として実施することが難しかったため。

東京

（障害者福祉課）※障害者福祉課では報酬助成についての要綱を定めていない為。「第1報酬助成
について」のご質問につきましては2（2）を除き高齢者福祉課のみの回答とさせていただきます。

東京

区との調整中のため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント （＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
②実施要綱を定めていない。

東京

本人に報酬の支払能力がない場合でも、当市の成年後見推進機関を後見人候補者として推薦する
旨の協定を成年後見推進機関と締結し、円滑に成年後見制度を利用し、市民の権利擁護を図って
いるため。（当市では平成18年に成年後見報酬費用助成要綱を制定したが、実績がなかったため、
上記協定を結んだ平成21年度に廃止している。）

東京

報酬助成、市民後見人等を含めた当市での成年後見制度のあり方について研究中

東京

助成事業を行うにあたり、要綱は必須だから。

東京

障害自立支援法に基づく地域生活支援事業での報酬助成については、現在、要綱を整備中です。

東京

実施に向けて検討。

東京

個人の資産を守ることに、公的な予算を計上できない。

東京

報酬費用負担が困難な者が成年後見制度を利用できるようにするため。

東京

費用負担が困難な者の成年後見制度利用のため。

東京

まだ検討していない状況。

東京

低所得者及び生活保護受給者等の福祉を図るため。

東京

平成24年度から検討していく予定。

東京

円滑に助成を行うため。

東京

あんしん生活創造事業の報酬助成について定めがあるという意味。成年後見制度利用支援事業の
方の報酬助成はない。

東京

事業内容について検討中のため。平成24年度に制定予定（※ただし障害者のみ）

東京

現在制定準備中である。6月完成予定。報酬助成額家裁の報酬付与額担当。ただし、上限施設等
に入所の場合18,000円/月、それ以外28,000円/月。

神奈川県 後見制度利用についての相談がほとんどなかったため。
神奈川県 現在策定中のため。
神奈川県 報酬助成が事業化されていない為。
千葉県

生活困窮者においても成年後見制度を活用することが出来る様にするため。

千葉県

同制度の利用実施、要望等がないため。

千葉県

平成24年より実施予定。現在、策定中。

とちぎ

「○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱」の平成24年4月1日に向けて作業中。

とちぎ

今まで必要性がなかったため。

とちぎ

町長申立の相談及び実績が無いため、報酬助成制度の制定は、時期尚早と思われる。

とちぎ

市町村長申し立て費用の助成を要綱で定めておりますが、実績がない状況であり、このような町の
実績から、報酬助成は時期尚早と考えております。

群馬

・現在、必要となるケースがないため。
・要綱の整備準備中。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント （＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
②実施要綱を定めていない。
群馬

これまで利用実例がなかったため。

群馬

今までに要望もなく、必要がなかったため。

群馬

作成中。

群馬

制度に対しての理解不足、利用者の有無、財政的な問題。

群馬

H24年度より定めることとしており、現在準備している。

群馬

来年度から障害の方で成年後見制度利用支援事業が市町村必須事項となるので、定める予定。そ
の際、高齢担当とも協議し、障害だけでなく、高齢者も含めた要綱にできればと検討している。

群馬

これまでにニーズがなかったため。H24.4.1施行で現在準備を進めているところ。

群馬

事例がなかったため。

群馬

今後早急に整備していく予定であるが今まで助成するケースがなかった。

静岡

来年度以降定める方向で検討中。

静岡

社協では準備していない。

静岡

現在、要綱制度に向けて事務を進めております。

静岡

現在、準備中。

山梨

今年度、早い段階で定める予定。

山梨

利用者がいないため。

新潟県

2.○○市成年後見制度等利用助成事業
介護保険サービスの1つとして、市独自に実施している事業です。条例で定めています。（H24.3.31
廃止予定）

愛知

障害者について。*この部分以外は高齢者担当で回答。

愛知

地域生活支援事業実施規則に定めているのみ（実績なし）。

愛知

○○地域○市○町共同で、NPO法人○○に対し、申立手続き、後見人の受理等支援事業を委託し
ているため。

岐阜県

特になし。

岐阜県

要望がないため。必須事業化に伴い、24年度中に作る予定。

岐阜県

現在のところ定めてませんが今後定める方向で検討する。

岐阜県

○○成年後見センターに委託しており、現在定めていません。

岐阜県

○○成年後見センターへの委託業務の中で実施している。地域生活支援事業の中で、成年後見制
度利用支援事業の必須事業により今後あり方を検討する。

福井県

事例が出てきた時に検討する予定。

福井県

現在策定中。

大阪

現在作成中である
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント （＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
②実施要綱を定めていない。
大阪

必要性は感じているが策定に至っていない

大阪

事業を実施していない

大阪

現在要綱作成中

大阪

成年後見制度において、報酬助成を必要とするケースがないと考えているため

大阪

成年後見制度において報酬助成を必要とするケースがないと考えているため

大阪

平成２４年度に予算確保できたため、要綱制定準備中

兵庫

平成24年度に予算確保できた為、要綱制定準備中

兵庫

本年度に要綱を定める予定。

兵庫

成年後見制度利用支援事業実施規程のみ定めています

兵庫

○○市老人福祉計画第5期介護保険事業計画でも検討事項としているところであり、今後検討して
いくこととしている。

兵庫

該当事例が無く検討段階

兵庫

H24.4.1要綱制定予定

奈良

成年後見に関する相談がないため、整備していない

奈良

予算は組んでいるが、現利用者がないため

和歌山

需要がなく予算化されていない

和歌山

検討中

和歌山

検討中

和歌山

今までに例がなかったため，現在実施要綱を策定している

和歌山

特に理由はありません

和歌山

現在検討中

和歌山

検討中

和歌山

平成24年4月1日より定める予定

広島

助成額を決める基準等がないため。

岡山県

２４年度より実施予定

香川県

24年3月作成予定。

徳島

必要となった場合は補正で対応。

徳島

報酬助成は行っていません。

徳島

現時点で直ちに法整備をしなければいけない状況にあるとは考えにくい。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント （＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
②実施要綱を定めていない。
徳島

必要なものと考えているが、近隣の市町村と協議調整しながら進めてきたい。

徳島

実施要綱制定時から変えていない。

徳島

検討中。

徳島

平成24年度中に定める予定。

徳島

成年後見制度利用支援事業実施要綱は定めているが、報酬助成については定めていない。現在
検討中。

福岡

H24.4.1制定予定。

佐賀

実績がないため定めていない。

佐賀

報酬助成をしていない。

長崎

市長申立てを行ったケースで、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難である場合を想定
しているが、事例がないため。

大分

要綱制定に向けて、部内関係課と調整中。実質には、諸費用（申立てに関する経費や報酬助成に
関する費用）を予算化しており、申出があった場合の対応は可能。（実績はない）

大分

過去、市長代理申立ての依頼しかなく、申立てにかかる費用は市が支払ったが、後見人への報酬
は発生しなかったため。今後、要綱を定める予定です。

大分

成年後見の利用がないため。

熊本

Ｐ2へ。

宮崎県

規則に定めてある。③にあてはまる？

鹿児島

町長による審判請求手続きのみ制定済み

鹿児島

現在、社会福祉協議会が実施する「福祉サービス利用支援事業」を活用

鹿児島

これまで検討してきていない。事業の要綱は定めているが、報酬助成については定めていない。

鹿児島

利用該当者がいないため。検討中。

鹿児島

作成中

鹿児島

現在要綱策定中

鹿児島

現在準備中

宮崎県

検討中。

宮崎県

実施要綱制定までに至っていないのが現状である。

沖縄

内容検討中の為。

沖縄

検討中。

沖縄

助成の予定が無い。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
③定めていないが、助成をしている。

東京

神奈川県

本市では、市長申立を行った被後見人に資産等がない場合の後見人への報酬助成について、月額
3万円を上限として予算措置をしているが、平成23年までに行った市長申立て事案に対する、報酬助
成実績は無い。現時点では、実施要綱を定めていないが、成年後見制度を推進する上で、報酬助成
は大きな要素となるため、今後、要綱の整備について検討する予定である。
市長申立以外のケースでも、報酬を払えない被後見人がいると考えられるため。

静岡

柔軟に対応できるよう要綱を定めず随時起案し対応している。

愛知

平成24年度から。

大阪

①のようにはっきりとは明記していないが、以下の様には明記している額は決めていないが成年後
見人等の報酬の負担が困難な場合は、その一部又は全部を助成することができる。

香川県

成年後見制度利用支援事業実施要綱の中で報酬の助成についてもふれており、これに該当する方
には助成している。

香川県

特になし。

徳島

報酬助成要綱はないが、助成については東みよし町成年後見制度における町長の申立て等に関す
る要綱で全部又は一部を助成するものとしている。

熊本

助成の予算を確保しているが要綱を定めるまでに至っていない。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。
秋田

H23年度社会福祉士を新規採用し、1名増員となったので、H24年度に報酬助成及び、市長申立てについ
て要綱改正を実施する予定となっている。

とちぎ

H24年度要綱制定予定。

とちぎ

H24年度より予算化し、実施の予定。

東京

直接的な助成ではなく、○○南部成年後見センターの法人後見又は、社会貢献型後見人を利用した間接
的な助成を行っています。

静岡

現在事例はないが、案件が出た時要検討。

静岡

助成が必要であれば、生活福祉資金等で対応する。

静岡

将来、助成対象件数が増大した場合、本市として、どの額（件数）まで財政負担にこたえられるかが不安
です。

静岡

現在、要綱を改訂中です。

岐阜県

現在、要綱の改定中につき、回答内容は現要綱に基づくものである。

岐阜県

現在、要綱の改定中につき、回答内容は現要綱に基づくものである。

大阪

審判請求についての負担は、要綱に定めている。報酬については、一時的に立替が必要となる場合を想
定し、一定予算は確保している。

兵庫

家族等プライバシーの問題があり困難

和歌山

これまで実績がありません

和歌山

報酬助成は必要であると考えている

広島

委託先が法人後見を受任することで、負担能力がなくても後見人の選任が可能となっている。

徳島

制度利用者（利用希望者）が増えると思われるので、報酬の支払いが難しいケースも見受けられるように
なると予想される。そういった場合の対策として法整備をする事も必要になってくると考えている。

徳島

平成24年度から実施予定であるが詳細を検討中。

熊本

要綱定めていますが、実績はありません。

鹿児島

策定した成年後見制度利用支援事業実施要綱では、助成対象費用を申し立て費用のみとしており、報酬
は助成対象にしていない為、実施要綱を定めていないにチェックしています。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
１ 成年後見人等への報酬助成についての実施要項を定めていますか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。
鹿児島

今後、対象者の増加等見込められれば対応を図る。

鹿児島

実施要綱については、別の部署で定めているため、以下アンケートについては、高齢枝者担当かからの
回答を参考にして下さい。なお、要綱は○○町ＨＰから参照できます。

鹿児島

実施要綱の定めはありませんが、平成22年度から予算計上していますが、助成の実績はありません。

鹿児島

実施要綱の定めはありませんが、高齢者福祉の担当係において当初予算に計上しています。ただし、助
成の実績はありません。又、障害福祉係においては、平成24年度より、成年後見制度利用支援事業の必
須事業化に伴い予算計上しています。

鹿児島

予算枠の確保はできているため、助成要件に該当者がいれば対応可能。

沖縄

平成24年度予算において、市長申立における報酬助成の予算計上（条件あり）。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
函館

関係部署で協議した結果。

函館

担当課内において、関係する係で協議した。

旭川

本人以外に報酬を負担する者が居ない場合に限り行う事としている。

旭川

本人の意思能力や親族の有無等の状況により市町村長申立の手段しか方法がないような人のみを対象とし
ているとのことの明確化をはかる為。

釧路

申し立てできる親族がないため。

釧路

報酬助成をしなければならない経済状況なのか確認しがたいため。

釧路

市町村申立の対象者が円滑に後見等報酬の助成を受けられるよう、要綱で要件としている。

山形

報酬対象となるべき者の資格を明確に示すため。

秋田

助成対象者を特定するため、また限りある予算範囲で実施するため。

秋田

国の当初要綱等で、市長申立ての場合と示されていたため。

秋田

助成対象者を特定するため。

青森

低所得者の利用促進するため。

青森

必要と思われる。

青森

国の示した要綱のモデルとして実施。

青森

身寄りのない方たちの制度利用促進のため。

青森

身寄りのない方たちの制度利用促進のため。

東京

首長申立ての場合、身寄りがないため後見人等が第三者となるため。

東京

報酬助成の対象ケースに一定の基準を設けるため。

東京

予算増額が難しいため。

東京

本人、親族申立てを含めると予算措置が困難なため。

東京

本人、親族申立てを含めると予算措置が困難なため。

東京

要件をなくすと対象者の際限がなくなり、予算上対応できなくなる。

東京

審判の請求費用負担が区長申立てに限定しているため、報酬助成も同様として。

東京

特に理由なし。

東京

予算措置が少ないため。

25/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
東京

要綱施行が24年4月1日で、初年度の予算がわずかなため。

東京

措置が少ないため。

東京

市長申立て以外にも対象とすることは制度利用促進のためには有効であると考えるが、市負担額の増高を
招き、将来的な財政負担となるため。

東京

予算上の問題、対象者の範囲の問題。

東京

親族からの支援が困難なケースを対象としているため。

神奈川県 市域における後見等申立て件数が把握できていないため、市長申立てを行った被後見人のみとした。
神奈川県

成年後見、保佐、補助の開始の審判の請求を市長が行う場合の手続き。費用の一部を助成することを目的と
しているため。

神奈川県 後述。
神奈川県 平成18年厚労省通知に基づき定めた。
神奈川県 平成18年厚労省通知に基づき定めた。
神奈川県 高齢者と同一要綱にて運用。
神奈川県 現状では親族申立てのケースまでの助成は財産上困難。
神奈川県 親族等がいる場合は、その親族等で支援すべきと考えられるため。
神奈川県 親族がいる場合、原則的には親族が申立てするべきと考えられるため。
神奈川県 低所得者であり、身寄りのない方に対応する目的として。
神奈川県

親族申立てのケースでは親族が後見人になることが多く報酬助成を必要とすることが少ないと思われるた
め。

千葉県

要綱改定検討中。

千葉県

H24.4.1改正予定。

千葉県

親族等申立てを含めると対象が広範囲になるため。

千葉県

他市町村等の例を参照したため。市民にどれ位のニーズがあるか把握できなかったため。

千葉県

財源の確保が困難なため。

千葉県

親族申立について親族負担を想定している。

千葉県

市町村長申立て以外にも要件はある。

千葉県

市長申立に関する経費を明確にするため。

千葉県

市長申立による費用及び対象者を明確にするため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
千葉県

市町村長申立て以外現在対応できていない。

千葉県

報酬助成対象者数を限定するためであるが今後は要件の緩和を検討予定。

千葉県

報酬助成を受けなければ成年後見制度を活用出来ない者を対象として、市長申立を行っている為。

千葉県

報酬助成を受けなければ成年後見制度を活用出来ない者を対象として、市長申立を行っている為。

千葉県

親族の協力が得られない対象者は、報酬助成のみではトータルな支援とならないため。

千葉県

生存権に基づき。

千葉県

決定権者を町長としているため。

千葉県

必要性があるため。

千葉県

必要性があるため。

千葉県

「本人申立」「家族申立」では、経済状況の詳細まで把握できず、助成することの必要性を判断しきれない。

千葉県

身寄りのない方、親族の協力が得たれない高齢者や障害者の人権保護を目的とし、なおかつ低所得者によ
る制度利用が図れるようにしている。

千葉県

市長村長以外の報酬助成の要件の定め方が困難。様々な状況が想定されるため。

千葉県

別紙第2条（○○市成年後見制度利用支援事業実施規則）

千葉県

別紙第2条（○○市成年後見制度利用支援事業実施規則）

千葉県

規則制定の経緯が、法改正により市長の審判請求を求めたものであるから。

とちぎ

申立て費用のみ要件としており、後見人への報酬は要件としていません。

群馬

実施要綱の施行当初は、要件であったため。

群馬

県社協による福祉後見センターが設置され、市長申立以外の低所得者への助成は、「地域あんしん生活支
援事業」で行うことになったため。

群馬

地域の実情に応じた体制として、現時点においては市町村申立てを要件としている。

群馬

要綱作成中であるが、要件とする予定である。

群馬

報酬助成には一定の基準が必要と考える。今後、市長以外の者が申立てを行った場合でも報酬助成ができ
るように検討したい。

静岡

老人福祉法第32条に基づき、市長申立てを行っており関連する要綱に定めているため。

静岡

知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき
市長申立てを行い、その対象者への報酬助成を要綱上で規定しているため。現在、成年後見制度利用支援
事業の必須化に伴う対応を検討中。

静岡

市町村申立のみを想定した要綱のため。

静岡

報酬助成に関する要綱が、町長申立てに関する要綱に準じている為。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
静岡

別途要綱による。（○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱）

静岡

本来、本人が負担すべきものだが、特別に市長申立てをした低所得者について助成するものとしている。

静岡

本来、本人が負担すべきものだが、市長申立ての低所得者について助成するものとする。

静岡

「○○市成年後見制度にかかる後見人等の報酬助成に関する要綱」の第2条のとおり

静岡

困窮者であっても制度の利用が出来るようにするため。

静岡

困窮者であっても制度の利用が出来るようにするため。

静岡

上記の質問1（自由記載）で記入したとおり、市の財政負担を考えた場合、ある程度、制限をしたものとせざる
を得ないと考えます。「誰でも」ということとなれば、無尽蔵となり、歯止めが利かなくなると思っています。

静岡

縁の近い親族がいる場合には、成年後見制度への理解を求め、成年後見制度の報酬費用を負担いただくこ
とを前提に考えていただき、市長申立てがやむを得ないと判断できる場合において成年後見制度が円滑に利
用されるよう報酬助成を検討した者とものと考える。

静岡

これまでの制度が市町村申立に限定されていたため。

静岡

報酬の負担が困難な方のため。

静岡

2親等内や4親等内の親族による申立てにより後見開始をされた場合は報酬に関しても援助を受けることが
出来る親族がいるため。

山梨

申立て時に係る費用と合わせ、報酬助成費用を用意。

山梨

審判の請求に係る手数料、登記手数料、鑑定費用等。

山梨

改正、検討をしていないため。

新潟県

平成23年度までは市町村申立てを要件としていた。

愛知

原則的には要件としているが、その他に「後見人等報酬を支払う事が困難と市長が特に認める者について
は、対象とすることができる。」としており、費用負担が困難である方に対しては助成をする方針であるため。

愛知

原則的には要件としているが、その他に「後見人等報酬を支払う事が困難と市長が特に認める者について
は、対象とすることができる。」としており、費用負担が困難である方に対しては助成をする方針であるため。

愛知

地域支援事業の任意事業として捉えている。

愛知

もうできていたので理由は不明。

愛知

市町申立て以外を想定していないため。

愛知

改正前の成年後見制度利用支援事業の対象者の要件であったため。

三重

市町申立てでなければ成年後見の利用が困難な方を対象といているため。

三重

市町申立てケースに報酬の支払いが困難なケースが多いため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
三重

申立費用及び成年後見人等の報酬の助成策。

岐阜県

対象が拡大されているので、検討の予定です。

岐阜県

この要件で足りているため。

岐阜県

市財政負担が増加することへの不安から市町申立てを要件としている。

岐阜県

市財政負担が増加することへの不安から市町申立てを要件としている。

岐阜県

現在のところ要件としているが、本年度中に見直す予定。

福井県

本人・親族申立できず、本人の生活を保護する必要があるため。

大阪

①市長申立後の後見人等の活動支援のため
②後見制度全般の事業としていないため

大阪

特に親族による支援を受け難い町長申し立ての支援者について、支援が必要と考えるため

大阪

親族からの支援を得られる場合は親族が無報酬で後見人になることも考えられるが、市長申立は親族から
の支援を得られない場合がほとんどであるため、市長申し立てに限定している

大阪

近隣市町に合わせている

大阪

近隣市の要件と水準を合わせている

大阪

妥当な範囲と考えている

大阪

法改正により、要綱改正し、報酬の助成を限定

大阪

扶助の対象者 （市長が後見開始等審判の申したてを行い、家庭裁判所において成年後見人等が選任され
た者）

大阪

報酬が必要な成年後見人等が選任される方で助成が必要だと考えられる事案は市長申し立ても必要であっ
たため

大阪

報酬が必要な成年後見人等が選任される方で助成が必要だと考えられる事案は市長申し立ても必要であっ
たため

大阪

対象者を限定するため

京都

対象者を明らかにする必要があるため

京都

市長申立てを要件としなければ予算の確保が困難であるため

京都

本町は町長申立の要綱上「配偶者及び２親等内に親族がいない者」を対象としているが、当該親族があって
もその他の事情により対象とする規程を設けていることから、報酬助成を必要とする方は基本的に町長申立
の対象者になると考えているため

京都

市長申立てについてのみ要項がきまっており、報酬助成についても市長申立てであることが前提であるため
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
京都

報酬費用を負担することにより生活保護法上の被保護者となる場合、その他費用助成を受けなければ成年
後見制度の利用が困難な状況にある場合を解決することが目的であるため

兵庫

被保護者から、市町村申立ての相談はあるが、本人（親族）申立ての相談はない
地域支援事業の予算は限られているため、他の事業を優先している。
上記理由により見直しを行っていない。

兵庫

現状では、あくまで申立て権限（能力）のあるものがいないケースを支援する制度として運用しているため

兵庫

対象を明確にするため

兵庫

対象を明確にするため

兵庫

限られた人材による極めて厳しい財政状況のなか、必要かつ緊急性の高い市長申立の事案に限定し実施し
ている。

兵庫

市長村長申立て以外も可能とすると、必要な予算見積もりが難しいため

兵庫

市長村長申立て以外の場合は、親族の協力が得られるため

兵庫

活用する財産がない為報酬が支払えず成年後見制度の利用が困難になることを防ぐ為

兵庫

助成が必要な家庭は、収入が一定額以下である家庭だと思います。そのような方は法テラスの費用立替え
等を利用できると考えています。

兵庫

実施要綱に基づき実施のため

兵庫

真に必要な人を対象とするため

奈良

市長申し立てを行う必要のある対象者を優先するため

奈良

報酬費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると認める場合があるため

奈良

助成対象が際限なく広がる恐れがあるため（予算が確保できない）

奈良

財源として、地域支援事業に位置付けており、主に介護保険制度の利用を適切に受けれることを主にしてい
る

和歌山

但し，市町村長申立ての実績はなし

和歌山

市長による審判請求の考察事項以外の方に対しては，親族等の援助や自己で費用負担が期待できるため

和歌山

現在，市町村長申立ての件数も少なく，親族申立ても少ないのが現状です。そのため，
今のところは，市町村長申立ての方のみとしています。

和歌山

財政上の問題（被後見人が亡くなるまで助成が必要）

広島

平成18年の要綱施行時から要件としている。実績はない。

広島

平成16年に要綱制定して以降、見直しに至っていないため。

広島

町長申立てで、本人が支払できない場合対象とするため。

広島

報酬の援助を行うことについて必要事項を定める。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
山口

親族との関係、本人の資産、収入等総合的に考察し市長申立を行うため。

山口

親族との関係、本人の資産、収入等総合的に考慮し市長申立てを行うため。

山口

市町村申立が必要となるケースの状況は報酬費の負担が困難な場合が考えられる。

山口

市長申立ての場合は、親族から支援が受けられないケースであるため。

山口

市町申立てにより後見開始がなされた者への成年後見制度の安定した利用継続を主眼としている為。

岡山県

費用助成の対象となりうる者を的確に把握するため。

岡山県

虐待事例、低所得者で身寄りのないケースへの対応するため。

岡山県

報酬を負担することが困難。

岡山県

助成対象者を定めるため。

徳島

市の財政が厳しく限られた財源での助成となるため、状況を見ながら現在は親族申立等と比べると支援して
くれる人がいない市町村長申立対象者を優先に助成している。

えひめ

生活保護受給者等の低所得者を要件とし、町長申立てを行った対象者に後見人等報酬助成を行う。

えひめ

特になし。

福岡

報酬助成するには、その要否を検討する必要があるが、本人の財産、負債、親族、症状（認知度など）を調査
する職権は、高齢者支援課では単独で存在しないと理解している。市町村申立てを前提とすることで、正確な
情報を収集することができるため、要件としている。

福岡

二親等以内の親族がいないなど市長名で申立てを実施した方に後見人が選任された場合にその方の財産
状況に応じて報酬の助成をするべきだと考えているため。

福岡

P1.1のとおり。（この事務事業に関する手続き基準、運用方法等を定めることで行政の事務執行を円滑におこ
なうため。）

福岡

今後成年後見申立が増大し、報酬において予算確保が困難であると判断するため。

福岡

○○市が要綱を定めた際に国が示していた「介護予防・地球支え合い事業実施要綱」では、市町村長申立が
申立費用や報酬助成の要件となっており、当時国が示した要綱を基に○○市の要綱を定めたため。

福岡

○○市が要綱を定めた際に国が示していた「介護予防・地球支え合い事業実施要綱」では、市町申立が申立
費用や報酬助成の要件となっており、当時国が示した要綱を基に○○市の要綱を定めたため。

福岡

生活保護受給者等のみを対象としている。

福岡

市長申立てに係る成年後見制度の利用に対する支援についての規則であるため。

福岡

生活保護者等への支援のため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
福岡

予算の確保が困難なため。

福岡

報酬の支払根拠を定めるため。

福岡

1同様。
（制度利用にあたり費用負担が困難な者に助成内容等を明確化することにより利用の促進、高齢者等の福
祉の増進を図るため。）

福岡

近隣市町村の取扱いを参考にし、検討した結果。

福岡

本人・親族により申立て等を行うことができず、かつ、成年後見にかかる費用を負担することが困難な者に対
して助成するため。

長崎

予算の枠と助成の必要性を考慮して、妥当性が必要である。

長崎

低所得者対策のため。

長崎

財源（の性質）や福祉政策上の優先度を考慮して市長申立ての場合に限るとした。

大分

報酬のみでなく申立てに伴う一切の費用を助成できる内容となっているため。予算上対象者を限定する必要
があることと、他市町村の要綱を参考にしているため。

熊本

市町村長申立てを必要とする者においては特に経済的支援をしないと成年後見制度の利用が困難だから。

熊本

○○町長における審判の請求手続きに関する要綱の適用を受ける者とする。

熊本

近隣市町の動向及び財政面を考慮して。

熊本

策定当時、県から指導がありました。

熊本

予算確保が困難。

熊本

要件としているが改訂に向けて検討中。

熊本

国、県の指針に基づき作成。

熊本

公費助成である為、対象者要件を限定的な方とした。

熊本

実施要綱の改訂が出来ていない為。

熊本

無制限に助成対象を拡大することが財政上困難である。

熊本

介護保険料を源資とする助成制度であり、無制限に対象を拡大することは財政上困難であるため。

熊本

認知症高齢者、知的障害者で判断能力が不十分、低所得者で親族申請が行えない状況にある者。

宮崎県

実施対象者を明確にするため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
鹿児島

奄美市成年後見制度における市長による審判請求手続き等に関する要綱において定めてあるため。

鹿児島

対象者は、要支援者であってかつ配偶者又は４親等内の親族がないもの若しくはこれらの親族があっても音
信不通の状況等にあるもので、町長が当該支援者の保護のために申立を行う必要があると認めたもの。

鹿児島

成年後見制度の市町村長申立の活性化と成年後見人等報酬助成の速やかな実施を求める意見書（2003年
9月7日社団法人日本社会福祉会）に添っている。

鹿児島

助成は経済的支援を目的とするため。

鹿児島

ある程度取り決めないと、助成対象者が明確にならないため、担当者の判断次第になってしまう可能性があ
る。ということで要件としたようである。

鹿児島

実施要綱について、当初から市長が行う審判請求に基づき後見、保佐又は補助が開始された者を対象として
いるため。

鹿児島

実施要綱について、当初から市長が行う審判請求に基づき後見、保佐又は補助が開始された者を対象として
いるため。

沖縄

親族後見の場合は無報酬で、第三者後見の場合は親族による負担を原則としている。

沖縄

地域支援事業の補助対象事業となっているため。

沖縄

策定当時に要件（補助事業）となっていたため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
②運用において要件としている。
青森

事案が発生した際に検討。

東京

本市では、市長申立てを行った被後見人が本人の収入や資産状況等を理由とする不利益を被らないよ
う後見人への報酬助成について、月額3万円を上限として予算措置をしているため。

千葉県

要項において市長申立てに限っていない。

千葉県

市長申立てと報酬助成を一対として考えているから。

とちぎ

予算の関係上、区分せざるを得ない。

静岡

現在は市町村長申立てを対象としているが、他市の状況については注視している。

静岡

市長申立てを対象としているが、今後検討。

静岡

報酬助成は市町申立の際、運用において行う為。

愛知

市町村長申立てに限らない。

岐阜県

予算を十分に確保できていないため。

石川県

現在の実施要綱でも、町長申立を要件とはしていないと解釈できるのではないかという話はあるが、実
例が今のところない。

大阪

①市長申立を行う対象者は、報酬助成要件の要否を判定しやす、
②明らかに報酬（第三者後見人）が発生することが見込まれるのが市長申立の対象者のため

兵庫

対象規模を拡大するにあたり、拡大規模の把握をし、予算化するのが難しい。
対象を広げた時に、市長申立のように申立時の関わりが一切ないため、本人の財産調査をするのが難
しい。

山口

市長申立以外については、親族による無報酬後見か、第三者後見の場合は本人、親族負担を基本とし
ているため。

香川県

市長申立の場合のみと定めてはいないが、これまでの助成があったケースは市町申立ての方のみであ
る。

えひめ

各課課長合議のもと、報酬助成を市長申立のみとしている。

福岡

障害者「財源マンパワー不足」

大分

財政的問題より。

大分

財政的問題より。

熊本

高齢者の運用において要件としてあるためそれに準ずる。

鹿児島

平成23年度より事業を開始しており、対象者数等の予測が難しかったことから、一定の制限をかけるた
め。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
③要件としていない。
函館

平成24年度要綱改正しているため。

旭川

町長申立て以外の場合は、親族以外の第3者が、後見人に選定されたときは助成対象とする。

旭川

市町村長申立に限らず、対象としている。

旭川

親族に審判申立てを行う者がいても、経済的理由により報酬の支払いが困難な方を支援するため。

旭川

地域の実情に合わせ、必要に応じ検討。

旭川

親族申立時においても報酬助成金が求められる場合があるため。

旭川

国からの通知等を参考にした。

釧路

申立て権者がいても報酬の負担が困難な人の権利を守るため。

釧路

必要な人が利用しやすくなるため。

釧路

要綱なし。

釧路

平成24年4月より障害福祉分野において、成年後見制度利用支援事業が必須事業となったことに伴い、厚
生労働省からの各通知に基づき、市町村申立を条件からはずす改正を行った。

山形

要綱に要件として定められていないため。

秋田

成年後見制度の利用増進を図るため。

青森

報酬助成資力のない方への経済的支援であって、市町村申立てに限らず支援をしなければならない。

青森

生活保護を受けている者に準ずる者。

青森

被後見人の経済的状況を含め総合的に判断する。

青森

市長申し立てに限ってはいないが、（1）現に生活保護法に定める被保護者である者、（2）後見人等の全部
又は一部の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難である者（3）その他市長が必要と認めるも
のとしている。

青森

被後見人の経済的状況を考慮して判断している。

東京

費用負担が困難な場合でも、親族申立て、区長申立てに拘らず、成年後見制度の利用ができるようにする
ため。

東京

区市町村長申立てに限らず対象者の親族が申立を行う場合においても助成の対象としている。

東京

広く成年後見制度利用支援を行うため。

東京

親族等がいる場合でも報酬等の支払いが困難な方がいると思われるため。

東京

下記「平成20年3月29日付事務連絡」の内容のとおり。

神奈川県 費用負担が困難なことから利用できないといった事態を防ぐことを目的としているため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
③要件としていない。
神奈川県 別紙1参照。
神奈川県 低所得者等の成年後見制度利用による権利擁護のため。
神奈川県 市長申立以外のケースでも、報酬を支払えない被後見人がいると考えられるため。
神奈川県 21年4月に報酬助成は市町村長申立以外の場合でも要件が合えば対象となったため。
神奈川県 21年4月に報酬助成は市町村長申立以外の場合でも要件が合えば対象となったため。

神奈川県

市長申立てをし、報酬の支払いの困難な者。その他報酬等の支払いが困難であると市長が認める者。
報酬の支払いが困難であることを要件としているため。

神奈川県

市長申立てをし、報酬の支払いの困難な者。その他報酬等の支払いが困難であると市長が認める者。
報酬の支払いが困難であることを要件としているため。

千葉県

経済的困窮者は成年後見制度を利用することが困難であり、また厚生労働省からも困窮者への助成拡大
について通知があることも踏まえ、市長申立てに限定せず、報酬助成を行っている。

千葉県

経済的困窮者は成年後見制度を利用することが困難であり、また厚生労働省からも困窮者への助成拡大
について通知があることも踏まえ、市長申立てに限定せず、報酬助成を行っている。

千葉県

厚生労働省の平成20年3月28日付けの通知を受けて、当市の要綱改正により対象者の拡大を図ったた
め。(障害者と高齢者は同一の要綱で適用）

千葉県 報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難である者に対して行う。
千葉県 厚生労働省事務連絡に基づき。
千葉県 国の事務連絡（次ページ（2）・（3）に基づき市長申立てに限らないものとした。
千葉県 対象者を生活保護受給者及び成年後見人等への報酬の支払が困難な者としている為。
千葉県 実施要綱において、市町村長申立てに限っていない。
千葉県 本市に住所を有する者の福祉を図るため。
千葉県 本人及び親族申立てにより、後見開始等の審判を受けた経済的困窮者の負担の軽減を図るため。
千葉県 厚生労働省からの事務連絡を受け、要件としなかった。
千葉県

成年後見人の報酬が支払えないという理由で親族が後見の申立を避けることを防ぐため。親族による申立
てを防げない。

千葉県 市長申立て以外の低所得者へも対応する為。
千葉県 市要綱で要件としていないため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
③要件としていない。
とちぎ

成年後見制度利用者で経済的に困難な人も対象としている。

とちぎ

経済的困窮を理由に制度を利用できなくなることを防止するため。

とちぎ

生活保護受給者、活用できる資産・貯蓄がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ
成年後見制度の利用が困難な者を支援するため。

とちぎ

市長申立以外の件のニーズに応えるため。

とちぎ

問1①と同じ。
(経済的理由により、成年後見制度の利用が困難である方を救うため。)

とちぎ

後見人等の報酬等の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な場合があるため。

とちぎ

成年後見制度利用支援を目的として実施しているため

とちぎ

低所得者対策の一環として実施しているため

静岡

市長申立のての対象者は、親族がいない又は音信不通の状態にある者と規定されており、それ以外の理
由で申立て困難な者は対象となっていない為。

静岡

費用のない方への助成も必要と考えるので。

静岡

経済的理由で制度の利用が出来ない人の救済をするため。

山梨

要綱改正を行い平成24年4月1日より施行。（現行では市長申立てを要件としている）

新潟県 市町申立ての対象者のみが負担軽減の対象者ではない。
新潟県 不平等となるため。
新潟県

平成20年10月24日厚生労働省老健局計画課長事務連絡「成年後見制度利用支援事業に関する照会につ
いて（回答）」を受けて、当市においては平成21年3月27日実施要綱告示。

新潟県 要綱参照（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）
新潟県 広く利用していただくため。
愛知

市長申立対象者のみならず成年後見制度を利用することを希望している方が多く、より広く低所得者とし
た。

愛知

平成20年3月厚生労働省社会援護局、平成20年10月l厚生労働省老健局からの通知により、実施要綱を改
正したため。

愛知

対象者の状況を総合的に考察した上で決定する。

愛知

市町村長申立ての人でも資産等があり、報酬費を支払えるケースも多いと考えるため。

愛知

市町申立てに限らず、親族申立の事業についても報酬助成の対象とすることにより制度の利用促進を図る
ため。

三重

市長申立以外の案件でも報酬助成が必要なものもあるため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
③要件としていない。
三重

報酬助成については、市長申立を要件としていない。

三重

低所得者であることを要件としている。

三重

問1と同じ。
（認知症高齢者等の生活の支援及び福祉の増進に資する為。）

岐阜県 ただし、対象者を限定している。
岐阜県 住所要件、経済的要件のみ。
岐阜県 経済的困窮者は市町村長申立てに限られないため。
福井県 すべての住民に対して、すべきだと思うから。
石川県 経済的理由で報酬が支払われず申立人がいてもあきらめる場合も考えられるため。
石川県

成年後見制度の利用が必要にも関わらず、報酬の費用負担が困難なために利用できないといった事態を
防ぐため。

石川県 申立費用と報酬は別のものと考えるから。
要綱中において、対象者は生活保護法に定める被保護者である者、成年後見制度利用にかかる費用を負
担することで生活保護法による要保護者となる者、報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見
富山県
制度の利用が困難な者と定めている。町長申立てが必要な者と、報酬助成が必要な者は必ずしも同一で
はないと考えている。
富山県

専門職後見人が選任される場合など、市長申立て案件に限らず、報酬助成を必要とする案件が増加する
と判断したため。

富山県 親戚がいなくても経済的に厳しい人も多いため。
富山県 制度利用を促進するため。
大阪

厚生労働省の通知や障害者自立支援法の改正等をふまえ、平成２４年４月に要綱改正し、市長村長申立
て以外の場合も助成対象とした。

大阪

市長申立以外も対象にしている

大阪

本人・同居の親族申立についても報酬助成の対象としているため

大阪

本人、同居の親族申立についても報酬助成の対象としているため

大阪

その方の財政力が違うので、支払える方は報酬を支払っていただいている

京都

理由未記入

京都

平成２４年４月１日以降は市長申立てに限定せず、報酬助成を行う予定

京都

原則、市長申立。それ以外の申立てによるものでも、被後見人の世帯状況や資産状況等を委員会で審査
し、必要性が認められれば助成できることとしている。

兵庫

市長申立に限定せず、本人、親族申立にも拡大した。平成21年10月1日要綱改正
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
③要件としていない。
兵庫

成年後見制度の活用を促進するため

兵庫

まだ、事例はないが、市長申立て以外でも後見人等への助成は利用してもらえます。

兵庫

適正な運用を図るため

奈良

親族申立や本人申立のケースも多いため

奈良

親族等が申し立てる場合でも経済的負担となる低所得者の場合は助成が必要と考えるため

奈良

申立時に市長申し立てでなくても、長期継続的に制度利用しているうちに資産がつきる場合がある

奈良

必要な方に必要な援助を行うことを基本と考えていますので、市長申立は報酬助成の要件とはしておりま
せん。

和歌山 経済的な理由で制度利用が困難な方への支援のため
和歌山 市町村長申立てを行う人全てが金銭面で困っているのではないため
和歌山 策定予定
広島

成年後見制度の利用支援を図るため。

広島

市長申し立てを要件とすると、対象者がごく限られるため。

広島

低所得者への対応として。

広島

市長申立てのみが対象ではないため。

広島

制度を利用しやすくするため。

広島

地域支援事業の補助対象が市長申立に限らないため。

広島

成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、費用負担が困難なことから利用ができないと
いった事態を防ぐため。

山口

市長申立以外も助成するため。

山口

市町申立てだけを要件とした場合、生活困窮者等で成年後見制度利用が必要な人が制度を利用でいなく
なってしまうため。

山口

ただし、申立費用については市町村長申立てに限る。

山口

対象者を「申し立てに要する費用の補助を受けなければ成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある
者」と要綱に記載しているため。

岡山県 制度の利用促進のため
岡山県 後見人等に選任されている専門職の方に迷惑がかかる場合があるため。
香川県 要綱に「生活保護を受けている者及びこれに準ずる者」の規定を入れている。

39/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
③要件としていない。
香川県 市町村長申立てに限らないとする国の事務連絡があるため。
香川県 本人の経済状況、課税状況を統合的に判断し、助成するか否かを判断している為。
香川県 本人の費用負担能力がある場合があるため。
香川県 費用負担等から利用たできないといった事態を防ぐため。
徳島

市長申立以外の方でも、支援を要する方がいると考えられるため。

徳島

要綱を定めていないため。

徳島

困った人を助成する。

徳島

○○町成年後見制度における町長の申立て等に関する要綱には該当者の費用負担が困難な場合等は、
町長がその全部又は一部について助成するとあるが報酬助成要綱はない。

えひめ 国の通知による。
えひめ 経済的困窮者は市町村長申立者とは限らないため。
えひめ

助成対象者については○○市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱（平成22年6月22日 告示第
121号）第3条に規定しているため。

福岡

申立て人がいない場合は、市長申立てを行う。その上で、負担能力がある人はその財力で支払ってもらう。

福岡

高齢者「後見人受任者が不足しているため」「無報酬で行う業務ではないと考えているため」

佐賀

特に要件とする必要性を感じないため。

長崎

厚生労働省からの事務連絡による。

大分

要綱がなく定めがありません。

熊本

親族申立でも可。親族申立についても、適切な身上監護、財産管理が行われ、被後見人の生活を守ること
ができるようにするため。

宮崎県 費用の助成がなければ制度の理解と普及が図られないため。
宮崎県 市町村長申立て以外にも報酬助成が必要な方がいるため。
宮崎県 市町村長申立て以外にも報酬助成が必要な方がいるため。
鹿児島

生活保護法による被保護者と資産、収入等の状況から前者に準じると認められる者の後見人等に対する
助成としている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。
秋田

被相続人の(1)事理を弁識する能力(2)生活・健康状況(3)親族の存否(4)親族による保護の可能性・審判請
求の意思の有無(5)その他の親族等による支援の有無を総合的に考慮して成年後見等の必要性を判断し
ている。

東京

国が全額補助しないと自治体による温度差、バラツキがかなり生じると思われる。

千葉県

要件としていないが事実上市長申立以外の件で報酬を支払う仕組みとなっていない。

千葉県

助成を行わなければ利用が困難であるかの審査基準や審査の仕組みをどうするか研究中であり、要綱の
改正に至っていない。

千葉県

H22.4.1から施行しておりますが、実際に助成したことはありません。

群馬

今後要件について、対象の検討をしていきたい。

群馬

助成金基準額は月額28,000円であり、利用者数や決定後の利用期間を考えると予算がとりずらいのが現
状であり（要件等を設定しにくい為）、現時点では市長申立てを要件としている。

群馬

現状対象は認知症高齢者で介護保険サービス又は福祉サービス利用支援制度を利用しようとする人なの
で、障碍者も対応する必要があるのか要綱の見直しを検討中。

静岡

実績が古く、資料も不明の為不確かではあるが、市町村申立を報酬助成の要件としていると思われる。

静岡

今のところ市町村長申立てに対する助成のケースばかりです。

静岡

このような質問をする背景には、成年後見制度を積極的に進める上で報酬を”誰でも”助成するという考え
があるように思います。しかし、厳しい財政状況の現下において、このような質問を設けることは『いかがの
ことか？』と考えてしまいます。

石川県

他市町の状況を確認して、市長申立て以外の方への助成も検討する必要があると感じている。

石川県

本市では現在市長申立てを行った者に対し助成することができるとなっているが、この要件を外した場合に
助成の対象の増大により財政負担の問題が生じる。

京都

障がい者の成年後見人等への報酬助成については、市長申立てを要件としない要綱に改訂（平成２４年４
月１日実施）

京都

障害者については市長申立以外も対象となる予定で、平成２４年実施に向けて検討中

京都

平成２４年４月１日から実施要綱改正により、市町村申立てに限定しない内容に改訂

京都

平成２４年度から市長申立てによらずとも助成するよう検討中

和歌山

現在市長申立てをすべく事務処理中です

岡山県

平成24年4月1日施行の要綱において、市町村長申立ての要件を撤廃。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（１）市町村申立てを報酬助成の要件としていますか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。

えひめ

※○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱より抜粋。
助成の対象者は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第32条、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37
号）第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第51条の11の2の
規定に基づき、市長が成年後見等開始審判申立を行う者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
（1）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
（2）前号に掲げるもののほか、報酬費用を負担することが困難であると市長が認める者。

熊本

地域支援事業費で対応するという規定があり、その予算額も予め決められていることから、他の事業の運
営ができなくなる恐れもあるため、助成金の予算について国の検討を求めたい。

鹿児島
沖縄

現在、事業開始に至っていません。
条件あり。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご
存じですか？
①知っており、市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。
旭川

連絡のとおり策定すべきと判断した。

旭川

費用負担の困難な方の利用拡大を図るため。

旭川

従前より市長申立時には限定していない。

釧路

制度を利用しやすくするため。

釧路

平成24年度より成年後見支援制度事業が必須事業となったため。

秋田

（23年度中に改正予定）当該事務連絡に対応するため。

秋田

要綱を改正予定である。地域生活支援事業の必須事業とされたことから対象者の拡大を図るため。

秋田

要綱策定時から取り入れている。

青森

上記事務連絡の内容を参考に実施要綱を制定した。

青森

当初から限定されていない。

青森

以前より、市町村長申立てに限定していない。

青森

当初から市長申立に限定していない。

東京

知っているが、当該事務連絡の前に要綱を策定済み。

東京

区市町村長申立てに限定しない内容の助成事業を○○区社会福祉協議会の独自事業として行うことと
なった。

東京

今後、高齢福祉課とともに要綱改正を検討。

東京

本人、親族申立てにも対応するため。

東京

準備中ではあるが、事務連絡の内容に即して策定する予定である。

神奈川県 費用負担が困難なことから利用できないといった事態を防ぐことを目的としているため。。
神奈川県 別紙1参照。
神奈川県 低所得者等の成年後見制度利用による権利擁護のため。
神奈川県 21年4月に○○市が改定してます。
神奈川県 21年4月に○○市が改定してます。
千葉県

経済的困窮者は成年後見制度を利用することが困難であり、また厚生労働省からも困窮者への助成拡
大について通知があることも踏まえ、市長申立てに限定せず、報酬助成を行っている。

千葉県

経済的困窮者は成年後見制度を利用することが困難であり、また厚生労働省からも困窮者への助成拡
大について通知があることも踏まえ、市長申立てに限定せず、報酬助成を行っている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご
存じですか？
①知っており、市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。
千葉県

国の考えに沿い、助成対象を広げるのが適当と判断したから。

千葉県

障害者担当者所管で通達に合わせて改定。

千葉県

国の方針に合わせて改定した。

千葉県

国の指針に基づき要綱を整備。

千葉県

対応できる要綱を策定した。

千葉県

本人及び親族申立てにより後見開始等審判を受けた経済的困窮者は助成対象外であったが、その者
の負担の軽減を図るため、後見人等への報酬助成対象者の拡充を目的に、要綱の一部を改正。

千葉県

成年後見制度を利用しやすくする。事務連絡による国からの助言・指導による。

千葉県

要項制定時から後見人報酬助成については対象外。

とちぎ

当該事務連絡以前から限定していない。

とちぎ

2（1）③のとおり。
(成年後見制度利用支援を目的として実施しているため)

とちぎ

介護保険計画導入時、要綱策定の折、参考にした。

とちぎ

厚生労働省からの通達があったため。

静岡

事務連絡による。

静岡

新規立ち上げの際盛り込んでいる。

静岡

成年後見制度の普及を図るため。

山梨

平成24年4月1日施行で改正済。

新潟県

平成24年度から実施要綱を改訂する。

新潟県

当初から限定していない。

愛知

H24.4.1付で市町村長申立に限定しない要綱を作成した。

愛知

平成24年4月1日付けで要綱を策定した。

愛知

通知により要綱を改正する必要があると判断したため。

愛知

運用を明らかにするため。

愛知

事務連絡以前に改正済。

愛知

H22.10.1告示第232号より要綱の全部改正を行う。

三重

平成22年度に要綱の改正を実施した。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご
存じですか？
①知っており、市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。
三重

障害者地域支援事業であるため。H24.4制定。

岐阜県

対象者を限定している。

石川県

必要だから。

石川県

（3）に記載。
（（2）（３）の通知を受け、賛同したため。）

富山県

成年後見制度の利用を促進するため。

富山県

制度利用を促進するため。

富山県

H24年度より。

大阪

報酬助成事業の対象者の範囲を拡大し、成年後見制度の利用促進を図るため

大阪

本人・同居の親族が申立をする場合も申立費用・後見等の報酬助成の助成対象とするため

大阪

本人・同居の親族が申立をする場合も申立費用・後見等の報酬助成の助成対象とするため

大阪

法改正により、要綱改正（Ｈ24.4.1施行）

京都

改訂により、平成２４年４月１日実施予定

京都

本通知を踏まえ、市長申立てに限定しない要綱等に改正予定

京都

事務連絡の通知後、平成２１年６月１日施行

兵庫

利用者拡大のため

兵庫

平成21年度に改正した

兵庫

対象者を拡大し、制度の利用促進を図るため

兵庫

当初より事業内容に含まれている

兵庫

適正な運用を図るため

奈良

制定済みの要綱が市町村長申し立てに限定しない内容

奈良

福祉的見地からすると、ごく当然の事務連絡であると考えます。

和歌山

策定予定

和歌山

要綱策定時から内容に入っているため

広島

成年後見制度の利用支援を図るため。

広島

制度を利用しやすくするため。

広島

成年後見制度の利用促進を図るために改正した。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご
存じですか？
①知っており、市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。
山口

ただし、申立費用は除く。

香川県

事務連絡を知ってから実施要綱を策定。

香川県

その他要件をつけている。

香川県

制度の利用を促進するため。

えひめ

高齢者に対応した要綱はあったものの、障害者に適用する要綱がないことが現状であった。障害者に対
応できる要綱を制定するうえで、事務連絡（資料１及び2）の内容を考慮し、高齢者・障害者いずれにも対
応できる要綱を新たに制定した。

えひめ

高齢者を対象とした要綱はあったものの障害者を対象とした要綱がない現状であった。Ｈ２２に要綱を見
直した際に、上記事務連絡の内容を反映させた。

佐賀

市町申立以外の方でも制度の活用が必要なものがいると判断した。

長崎

文書有り。

大分

当初より策定済み。

鹿児島

本市福祉課が実施要綱等の改訂中。

鹿児島

国や県の指導に基づいている。

沖縄

要綱を策定する際に、相談した市町村より情報をききとり入れた。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
函館

十分な協議がなされていない為。

函館

市町村長申立に限定しない内容の十分な協議ができてないため。

旭川

制定中。

旭川

平成１2年4月1日に要綱を施行して実施が1件もない。

旭川

制度利用実績がなくまた具体的相談者もないため。

釧路

対応、相談件数が少なく、現状としては特に要望もあがっていないため、また、現行の補助（特に地域生活
支援事業）の枠では、十分に町に対して国や道からの助成がされているとは言いがたいと思う。財政状況
からも国・道の支出を補助ではなく、負担金化すれば、事業を進めていくうえでありがたい。

釧路

特段必要がないと思われるため。

釧路

平成23年4月に市長申立に限り基準を設けたが、本人の財産等の確認をする術がないため改正を行って
いない。

山形

現在の要綱で対応可能。

山形

検討中のため。

山形

要綱はあくまで事務処理の基準の一つであり、改正後の法に基づいて処理できるので改定が遅れてい
る。

秋田

改正障害者自立支援法における地域生活支援事業の必須事業化されたため、今年度、改定を検討する
こととしている。

青森

今のところ、必要性がない為。

青森

今後、障害の方たちの実態調査等を行い、状況を把握した上で、要綱改訂について検討していきたい。

青森

事案が発生した際に検討。

東京

身寄りのない方を優先としているため。

東京

区条例にて既に区市町村長申立を要件としていないため。

東京

現状では区長申立のみ対象としているため。

東京

予算増額が見込めないなか、対象拡大にあたってはあらためて対象要件や報酬基準の見直しが必要であ
るため。

東京

上記に同じ。
（国が全額補助しないと自治体による温度差、バラツキがかなり生じると思われる。）

東京

区として対応を検討中。

東京

人員が足りない。

東京

実施要綱が未整備のため。

東京

2（1）に同じ。
（市長申立て以外にも対象とすることは制度利用促進のためには有効であると考えるが、市負担額の増
高を招き、将来的な財政負担となるため。）
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
東京

予算上の問題。

東京

現在、市長申立によるケースが大半をしめ、その必要性から改訂までには至っていないため。

東京

他市と連携して、成年後見を受けることが困難な所得や財産のない方に後見事務を提供する法人・施設を
設立し、それらの方々の支援をしているため。

神奈川県

現に成年後見制度利用支援事業を実施し、申立費用等についても助成している。助成対象を拡大するか
どうかは今後の検討となる。

神奈川県 市域における後見等申立て件数が把握できていないため、市長申立てを行った被後見人のみとした。
神奈川県 改訂については検討中。
神奈川県 後述。
神奈川県 平成18年の厚労省の通知のまま現在に至る。今後拡大に向けて検討していく。
神奈川県 平成18年通知のまま現在に至る。拡大に向けて検討中。
神奈川県 今後の申請件数やケース状況をみていきたい。
2ページ(1)①と同様。
神奈川県 (親族申立てのケースでは親族が後見人になることが多く報酬助成を必要とすることが少ないと思われる
ため。)
千葉県

要綱改定検討中。

千葉県

改正予定。

千葉県

改定予定。

千葉県

特になし。H24.4からの改定を検討中。

千葉県

改定せずに対応できると考えられる。

千葉県

(1)に同じ。
(財源の確保が困難なため。)

千葉県

前問のとおり。

千葉県

検討中。

千葉県

市長による審判請求の対象者は通知通りであるが、本事業は地域生活支援事業の一つであり、全体事業
費の上限が決められている中で他の事業の需要もあるため。

千葉県

申立て件数が少ない。

千葉県

国の指針に基づき要綱を整備した。

千葉県

近隣市の状況を把握し、改定についての検討に時間を要するため。

千葉県

現行要綱において対応可能であることから改定していない。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
千葉県

助成のみでは対象者の必要性の把握が困難であるため。

千葉県

近々、改定の予定。

千葉県

近々、改定の予定。

千葉県

2－（1）”理由”欄に記載したことと同じ理由。
(「本人申立」「家族申立」では、経済状況の詳細まで把握できず、助成することの必要性を判断しきれな
い。)

千葉県

今まで報酬助成の実績が無く、かつ報酬助成を実施するケースは申立てを含めた親族からの支援が全く
受けられないことを想定していたため。

千葉県

現行規則で申立ての受理が可能だと考えるから。

とちぎ

現在改訂中。

とちぎ

変更しなくても対応できるため。

とちぎ

現在、検討中です。

とちぎ

対象者については、現在の要綱で対応できると思われる為。

群馬

要綱の改定の必要性を感じていない。

群馬

実績が無くても必要な時に備えて改定すべきではあるが、現状としては検討中である（地域の実情と他市
の状況を参考に検討している）。

群馬

予算確保が出来ていないため。

群馬

市長以外の者が申立てを行った場合でも、報酬助成できるように検討したい。

静岡

件数把握、予算確保が困難なため、改訂は行っていないが、今後の国・都市の状況を注視していく。

静岡

件数把握、予算確保が困難なため改訂は行っていないが、今後国、他都市の状況を注視していく。

静岡

他市の実施要綱の整備について注視している。

静岡

今後検討。

静岡

実施要綱の見直しの検討はしているが、助成の基準（資格、金額等）の設定に苦慮しているため、改訂に
は至っていない。また、ニーズがないことも要因と言える。

静岡

報酬助成の実施要綱がない為。

静岡

今後見直し検討。

静岡

検討中。

静岡

市町村長申立て以外による報酬助成を必要とする件数が把握できていないため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
静岡

現時点では改訂を予定しているため。

静岡

現状では、関係機関との連携・調整が必要なため要綱の一部改正には至っていないが、今後については
成年後見制度が広く利用されるように要綱の内容を研究する必要性はあると考える。

静岡

該当者がいなかったため、改訂までの事務処理が出来ていなかった。

山梨

実績がなく、要綱の改訂には至ってない。改訂の検討。

山梨

実施要綱の策定が、まだ平成23年度末に行ったばかりで、その時点では上記事務連絡の内容については
確認していなかった。

山梨

検討中。

山梨

該当者がおらず、未検討なため。

山梨

改訂の検討中です。

新潟県

高齢者担当部署と連携し、今後検討していこうと考えています。

新潟県

改訂不要のため②を選択。
1の事業について
H13に要綱整備されたときから、要件となっていないので改定していない。（当時から市長申立てに限って
いない他、身寄りがない者（扶養義務者の協力を得られない者としています）を条件としていない。）
2の事業について
当初から市長申立てに限定していない。

新潟県

財政上の理由。

新潟県

財政上の理由から。

新潟県

今のところ、必要がないため（必要に応じて検討する）。

新潟県

報酬助成に関しては市町申立てに限定していないが、申立手数料、登記手数料、鑑定費用の助成は市町
申立てに限る要綱となっている。

新潟県

事業選択の中で優先度や予算面等を考慮したため。

愛知

今まで該当ケースがなかった。

愛知

最近、研修で知ったため。まだ実施は出来ていない。

愛知

改訂が必要となる案件が出ていない。

愛知

市町村長申立に限定しない場合の対象者の把握及び予算措置の困難さ。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
三重

前項と同じ。
（市町申立てでなければ成年後見の利用が困難な方を対象といているため。）

三重

予算の計上が必要なため。

岐阜県

対象が拡大されているので、検討の予定です。

岐阜県

現在のところ改訂の必要性がない。

岐阜県

現在改訂に向けて調整中。

岐阜県

現在改訂中。

岐阜県

改訂中。

岐阜県

（1）に同じ。
（市財政負担が増加することへの不安から市町申立てを要件としている。）

岐阜県

現在、実施要綱策定に向けて調整中。

岐阜県

市長申し立てですら現在2，3件であり、親族申立てについてはほとんど該当しないと思われる。

福井県

経済的理由により本人・親族申立てができない場合は、市町村長申立で対応するため、実質担保できると
考えたいるため。

富山県

見直し、改訂を予定している。

富山県

障害分野は所轄課が異なるが、障害の担当者もこのことを知っており、何らかの対応を考えている。

富山県

要綱改訂の必要はあると考えており、検討していきたい。

大阪

（１）-①と同様
（①市長申立後の後見人等の活動支援のため
②後見制度全般の事業としていないため）

大阪

今後、他自治体の状況や対象者の状況等を踏まえて検討してまいりたい

大阪

必要性について検討中

大阪

近隣市町に合わせている

大阪

①予算上の理由

大阪

全国統一の実施要綱等が必要だと思う。被後見人等の転出入の際の取扱いなど、課題が多い

大阪

国の財政措置を踏まえ、■■市町村の動向と併せて今後検討、ただし、当市の実施要綱は高齢・障害と
分けていないため、高齢との整合性が必要と考える

大阪

現在検討中
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
大阪

現在検討中

大阪

予算に限りがあるため、現時点では市長申し立てに限定している。

大阪

他市町村の動向にあわせて対応する

大阪

対象の把握及び近隣市の動向を踏まえて対応を検討しているため

京都

平成２４年度の実施に向けて検討中

京都

要綱改訂による予算の確保が困難であるため

京都

前述第１－２（１）と同じ(本町は町長申立の要綱上「配偶者及び２親等内に親族がいない者」を対象として
いるが、当該親族があってもその他の事情により対象とする規程を設けていることから、報酬助成を必要
とする方は基本的に町長申立の対象者になると考えているため)

京都

運用で２親等を適用

京都

必須ではなかったため

京都

現在検討中

兵庫
兵庫

対象規模を拡大するにあたり、拡大規模の把握をし、予算化するのが難しい。
対象を広げた時に、市長申立のように申立時の関わりが一切ないため、本人の財産調査をするのが難し
い。
対象者の定義が極めてあいまいで、具体的な対象者をどう定義するべきかなど不明で、運用上問題であ
る。

兵庫

運用方法等を含め、改訂を検討中

兵庫

限られた人材による極めて厳しい財政状況のなか必要かつ緊急性の高い市長申立の事案に限定し実施
している。

兵庫

H19年度に認知高齢者事例1件、H23年度に重度心身障害者事例1件、合計2件の市長申立て事例を市と
して受けているが、それ以外の相談事例がないため

兵庫

市町村長申立に限定しない内容の実施要綱への改訂を検討中である。現在、拡大する範囲について協議
中である。

兵庫

福祉政策課で見直し中です。

奈良

市長申し立てを行う必要のある対象者を優先するため

奈良

主に、介護保険制度が適切に受けられることを目的として、要綱を定めており、全ての後見支援の対象と
していない

奈良

平成２４年４月より地域生活支援事業において、成年後見制度利用支援事業が必順化されるため、地域
生活支援事業実施要綱を改訂する予定であり、地域生活支援事業実施要綱においては、市町村長申立
てに限定しない予定であるため

和歌山

2(1)①と同様で，親族の協力等が得られない方についても当市要綱で市長申立てをし，
利用可能となることがあるため実施要綱の改訂の必要はない

和歌山

要綱未策定
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
和歌山

財政上の問題（被後見人が亡くなるまで助成が必要）

広島

要綱策定から報酬助成の実績が1度もなくニーズがわからない。改訂された○○市の実績を参考に考慮し
ていきたい。

広島

財源等内部調整が整っていないため。

山口

市町による審判請求のみに対象を限定せず、報酬助成、審判請求費用助成を行うため、現在、実施要綱
の整備を進めている。

山口

実施要綱に市町村申立の要件を加えていないため。

山口

報酬助成については改正後と同等の内容で要綱を定めている。

山口

市長申立以外のケースも助成対象とした場合、親族の資産状況をどのように確認するかなど、課題がある
ため。

山口

市長申立以外の場合においては、本人に収入及び資産があることや親族による支援があるケースと見込
まれるため。

山口

検討中である為。

山口

継続的見直しを予定しているため。

山口

報酬助成についての対象者を、改正後の内容に近い形で要綱作成しているため。

岡山県

実施要綱の改訂を検討中

岡山県

予算との関係と県下の先進地の状況を見ての判断としたい。ただ、第５期事業計画中に検討することにし
ている。

岡山県

現在の実施要綱で特に困っていない。

岡山県

要綱の主旨である費用負担が困難である者は、申立時にもその状態にある事例がすべてで、運用上、支
障が生じていないため。

岡山県

対象者の拡大を今のところ予定していない。

香川県

市長申立に限定していない為、改訂する必要はない。

香川県

現在の要綱で対応可能と考えている。

香川県

報酬助成の実績がなく、実際に助成が必要であると考えられた場合に要綱を改訂する。

香川県

平成19年3月の成年後見制度利用支援事業ですでに知的、精神障害者を対象としているため。

徳島
えひめ

対象者の範囲について他市の状況等を参考に今後改正を検討。
要綱変更予定。

福岡

予算の確保が不十分であるため実施要綱の改訂は出来ていない。

福岡

予算の確保が困難なため。

53/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
福岡

予算の確保が困難なため。

福岡

成年後見利用支援事業は障害者自立支援法における地域生活支援事業であり、財源は一括統合補助金
だが、移動支援や日常生活用具の給付で、ほとんどを占めている状況であり、国からさらなる十分な補助
がなければ対象者の拡大は困難なため。

福岡

改訂予定である。

福岡

改訂のみであれば比較的容易ではあるが、実際の運用の事務処理を考えると二の足を踏んでしまう。
・申立て費用の扶助はどうやるのか。現金を渡すのか、裁判所からの請求書なのか。領収証（申立人既払
済）ならその金はどうしたのか？払えるのなら扶助は必要ないのでは？
・報酬であれば、家裁からの審判書があるので扶助しやすいが。

福岡

2課にまたがっていて調整が出来ていない。

福岡

予算、人員の確保が困難なため。

福岡

予算措置や実務上の課題の整理ができていないため。

福岡

ニーズ把握や運用方法について研究している最中であるため。

福岡

予算措置や実務上の課題の整理ができていないため。

長崎

検討事項。

長崎

予算の都合上。

長崎

現在、市長申立てに限定しない助成の実施について検討しています。

長崎

（1）の①の回答のとおり。
（財源（の性質）や福祉政策上の優先度を考慮して市長申立ての場合に限るとした。）

大分

当市の要綱は平成23年に策定。対象者の拡大は予算上厳しい。

大分

通知が出て以降、今まで必要となる案件がなかったため要綱を作らないままになっていました。

熊本

対象者がいないため。

熊本

助成についての相談等がないため。※本町においてはアンケート記載日現在助成件数0件。

熊本

ケースにより要綱改正を検討します。

熊本

予算の確保が難しいため、改訂はしない予定。

熊本

改訂に向けて検討中。

熊本

要綱の改訂は行っていないが、実質2親等以内で行っている。

熊本

対象者拡大により予算増を招くことが予想され、財政難の折予算確保が困難と思われる。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
熊本

今後検討していく予定。

熊本

前述のとおり。
（無制限に助成対象を拡大することが財政上困難である。）

熊本

前述のとおり。
（介護保険料を源資とする助成制度であり、無制限に対象を拡大することは財政上困難であるため。）

宮崎県

財政上の問題。

宮崎県

緊急の対象者がいない事と職員体制が整っていないため。

宮崎県

職員不足により対応できていないが、改訂の準備中。

鹿児島

後見人の報酬額の基準が不明瞭であったり、低所得者の対象をどこまでとするかの基準や、対象者がど
の位あるかの情報不足等もあり、財政的にどれだけ見込めばよいのか不透明であるため、市長申立て事
案に限定している。

鹿児島

利用しづらい制度であり、希望者もいなかった為、障害福祉担当部でも要綱を定めていない。

鹿児島

知っているが改定しなければいけないという意識が薄かった。改定に向けて動いていきたいです。

鹿児島

近年、市民後見への期待が高まり、本市でも市民後見の運用も視野に入れた調査等を行い、今後検討し
ていく予定であるため。

鹿児島

近年、市民後見への期待が高まり、本市でも市民後見の運用も視野に入れた調査等を行い、今後検討し
ていく予定であるため。

沖縄

現在、見直しを行っている。

沖縄

その他兼務の業務が多く改訂手続に至っていない。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
③知らなかった。
釧路

機構改革等により、事務引継がされていなかったため。

秋田

担当外のため。

青森

今のところ、必要性がないため。

東京

担当部署ではない。

東京

所轄課で情報を確認していたが、要綱改正までの手続きについて当課に連絡がなかった。

神奈川県

今回の通知で確認した。

神奈川県

小規模団体のため、事例がほとんどありません。

千葉県

特になし。

千葉県

担当者ではなかった。

とちぎ

障がい福祉あての通知があるため。

とちぎ

本通知において障害者を想定しているものであり、当方（介護保険担当）には通知がなかったため。

群馬

担当していなかったので資料を見る機会がなかったから。

群馬

H23.4.1異動のため。

静岡

成年後見制度に係る事務については高齢者の部署が実施していたため、成年後見成年後見制度につ
いて深く理解をしていなかった。

静岡

地域生活支援事業の補助事業の一つであることは認識していたが、対象者の拡大については知らな
かった。市長申立てによる親族の存否の確認については二親等以内としている。

静岡

対象者の拡大については必要性を感じる。市長申立てによる親族の存否の確認については二親等以内
としている。

静岡

知識不足。

静岡

認識不足であった。

新潟県

障害者については別部署が担当していたため。

愛知

現在の部署に勤務していなかったため。

愛知

障害担当。

愛知

未確認のため。

三重

申立て費用については、立替利用が望ましいと考えている。

三重

今後、検討が必要とは思う。

福井県

H24.4からの地域生活支援事業での必須化に伴い実施要綱を策定。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
③知らなかった。
福井県

担当してから11か月であり確認していなかった。

石川県

情報不足。

大阪

本市の要綱で対応可能

大阪

今後の検討課題です

大阪

担当でなかったため

大阪

平成２４年４月に異動したばかりでまだ目を通せていなかった

兵庫

高齢部門のため

兵庫

認識不足

兵庫

当時の担当者と変わったため

奈良

実施要綱の定めはあるが事務執行のマニュアル等が整備されていなかったため

奈良

高齢者に関する文書のみが来るため

奈良

同様の文書が多く、見た記憶がない

奈良

高齢者担当課なので、回していただいていたとしても記憶にない

奈良

担当課が別のため

和歌山

要綱制定（Ｈ20.6.10）はその後であるため内容は反映されている

和歌山

担当ではなかった時期なので把握していない

和歌山

成年後見制度利用者の件数が少なく，知識も乏しかった

山口

勉強不足ですみません。

徳島

平成19年度は担当部局でなかったため把握していなかった。

徳島

担当課でなかった為。

徳島

担当部署でない。

徳島

生活困窮者に対しては対象としています。

徳島

専従の事務担当者がいなかったため。

えひめ

H23年度担当になったため。

えひめ

要綱を作成したのが平成21年。

えひめ

担当課ではないため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存
じですか？
③知らなかった。
福岡

障害担当部署ではないため。

福岡

高齢者福祉を主に担当しているから。

大分

平成20年に担当でなかったため。

佐賀

連絡は障がい担当者のみ連絡がされていると思われる。

熊本

市長が行う審判請求のみ。市長申立ての実態や事務手続業務体制ができていない。

鹿児島

平成22年4月1日に現部所に異動した。

鹿児島

高齢者福祉担当のため

沖縄

平成23年より担当となっておりますが、事務連絡については引継いでおりません。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存じで
すか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。
秋田

この担当になる前で引き継ぎを受けなかった。

東京

知っているが、2－（1）と同じ理由で首長申立てに限定した。

東京

知っているが、財政的に厳しいため、報酬助成を見送っていた。

神奈川県

*障害分野のため、回答なし。

神奈川県

担当の人事異動のため、今後制度の理解に努めます。

千葉県

実際に市長申立て以外に報酬助成の相談等の事例はない状態です。

千葉県

助成期間が長く件数も増え続ける状況の中、市町村の助成のみでは制度の安定的な運用は難しい。報酬の
あり方について検討されるべきと考える。

千葉県

知っている。

千葉県

知っている。

とちぎ

知っているが、現在において市町村長申立てに限定はしていない。

群馬

今後、対象要件について、検討していきたい。

群馬

現在要綱作成中である。

群馬

知っている。実施要綱策定中。

静岡

知っており、市町村長申立てに限定していない。

静岡

障害者自立支援法の改正に伴い、障害者に対する成年後見制度利用支援事業は市町村の必須事業に位置
付けられますので、24年4月～事務の分担が変わります。（これまでは一括で行っていましたが、4月～高齢
者が包括、障害者が住民福祉課福祉係となります。）

静岡

現在、反映させた要綱に改訂中です。

山梨

報酬額算出の根拠が不明確である為。予算の積算が難しい、他。

愛知

平成27年4月策定時点で市町村長申立に限定しない。

三重

障害担当者の管理のため把握できていない。

三重

障がい福祉課の回答をご参照ください。

岐阜県

知っているが、別の事由から既存の要綱を改訂した。

大阪

話は聞いているが通知は見ていない。実施要綱は改訂していない。

大阪

親族がいる場合でも生活保護を受給している等、親族からの申し立てが期待できない場合市長申立を行うこ
とで対応しているが、限定しないかどうかは検討中である。

京都

資料１は高齢者については対象外。ただし、２項目の（２）親族の有無の確認については二親等内に改正済
（市長申立ての要項は高齢者・障害者合わせて規程しているため）
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（２）平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課の事務連絡【資料１】をご存じで
すか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。
兵庫

事情を見知った「市長申立」ケースだけでなく、市が広く個人給付を行なうことになるということから考えれば、
市に充分な資産調査等の権限が与えられなければ、不正受給をまねく懸念を覚える

奈良

平成２０年３月１日の施行であり、現要綱で特に問題はないと考える

和歌山

今後，検討していきたいと思います

広島

市町村長申立に限らず、必要な方に制度の利用をしていただく為。

山口

2-（1）-①の理由による。要綱は事務連絡以降に制定。
（親族との関係、本人の資産、収入等総合的に考慮し市長申立てを行うため。）

岡山県

改正要綱は平成24年4月1日施行

香川県

同事務連絡を踏まえて、本市の要綱の改正を検討したい。

香川県

今後、これを踏まえて検討していきたい。

えひめ

要綱制定当初から、対象者の範囲を限定していない。

福岡

高齢者担当のため回答できない。

福岡

通知は知っていて要綱は高齢者と共通のため改訂しているが運用は変更していない。

鹿児島
沖縄

関係部署でないため、ネットで情報確認した。
市長申立に限定しない内容となっている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
①知っており、市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。
旭川

連絡のとおり策定すべきと判断した。

旭川

同上。(身寄りのない人や、報酬を負担することが困難な方を支援するため費用負担の困難な方の利用
拡大を図る)

旭川

従前より市長申立時には限定していない。

釧路

利用者の負担を軽減するため。

釧路

高齢者福祉と障害福祉は同じ要綱のため足並みを揃えた。

山形

平成24年4月1日より改訂した。

秋田

（23年度中に改正予定）当該事務連絡に対応するため。

秋田

要綱作成時から取り入れている。

青森

上記事務連絡の内容を参考に実施要綱を制定した。

青森

以前より、市町村長申立てに限定していない。

東京

区市町村長申立てに限定しない内容の助成事業を○○区社会福祉協議会の独自事業として行うことと
なった。

東京

本人、親族申立てにも対応するため。

東京

（2）の回答と同じ。
（準備中ではあるが、事務連絡の内容に即して策定する予定である。）

神奈川県 費用負担が困難なことから利用できないといった事態を防ぐため。
神奈川県 別紙1参照(別添資料）
神奈川県 低所得者等の成年後見制度利用による権利擁護のため。
神奈川県 21年4月に○○市が改定している。
神奈川県 21年4月に○○市が改定している。
神奈川県

本市の要綱は平成20年4月1日から施行しており、厚生労働省の事務連絡以前から利用支援事業の対
象を市長申立に限定していない。

千葉県

上記事務連絡により市長申立以外も補助対象と示されたため。

千葉県

上記事務連絡により市長申立以外も補助対象と示されたため。

千葉県

(2)①と同じ。
(国の考えに沿い、助成対象を広げるのが適当と判断したから。)

千葉県

国の指針に基づき要綱を整備。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
①知っており、市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。
千葉県

国の指針に基づき要綱を整備した。

千葉県

同上。
(対応できる要綱を策定した。)

千葉県

成年後見制度を利用しやすくする。事務連絡による国からの助言・指導。

とちぎ

現在においても市町村長申立に限定していないので、その部分は改定していない。

とちぎ

現在、改訂中である。

とちぎ

当該事務連絡以前から限定していない。

とちぎ

2（1）③の理由のとおり。
(成年後見制度利用支援を目的として実施しているため)

とちぎ

同上。
(介護保険計画導入時、要綱策定の折、参考にした。)

静岡

事務連絡による。

静岡

新規立ち上げの際盛り込んでいる。

静岡

成年後見制度の普及を図るため。

静岡

事務連絡後に報酬助成要項を制定した。

山梨

平成24年4月1日施行で改正済。

新潟県

平成24年度から実施要綱を改訂する。

新潟県

上記事務連絡内容を受けて。

新潟県

当初から限定していない。

愛知

通知により要綱を改正する必要があると判断したため。

愛知

事務連絡以前に市町村長申立てに限定しない内容の実施要綱を策定済み。

愛知

（2）①に同じ。
(H22年10月1日告示第232号より要綱の全部改正を行う。)

三重

報酬助成については市町申立以外の案件でも必要な場合があるため。

三重

平成22年度に要綱の改正を実施した。

岐阜県

現行の要綱の解釈で運用。

岐阜県

（2）と同様。
（対象者を限定している。）
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
①知っており、市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。
石川県

（2）（３）の通知を受け、賛同したため。

富山県

成年後見制度の利用を促進するため。

富山県

制度利用を促進するため。

富山県

H24年度より。

大阪

報酬助成事業の対象者の範囲を拡大し、成年後見制度の利用促進を図るため。

大阪

同上
（本人・同居の親族が申立をする場合も申立費用・後見等の報酬助成の助成対象とするため。）

大阪

同上
（本人・同居の親族が申立をする場合も申立費用・後見等の報酬助成の助成対象とするため。）

大阪

法改正により、要綱改正（Ｈ２４年４月１日施行）

京都

生活保護受給者についてのみ、市町村申立の限定しない旨を規程。

京都

改訂により、平成２４年４月１日施行予定。

京都

本通知を踏まえ、市長申立に限定しない要綱等に改正予定。

京都

事務連絡の通知後の要綱を策定。

兵庫

利用者拡大のため。

兵庫

平成21年度に改正した。

兵庫

上記の通知に基づき、平成21年10月1日付で要綱改正しました。（成年後見制度の利用促進と高齢者等
の福祉の増進を図る）

兵庫

当初より事業内容に含まれている。

兵庫

適正な運用を図るため。

奈良

地域支援事業の担当課のため把握していた。

奈良

制定済みの要綱が市町村長申し立てに限定しない内容となっている。

奈良

同上
（福祉的見地からすると、ごく当然の事務連絡であると考えます。）

和歌山

以前より限定しない内容の要綱を定めており改訂はしていない

広島

成年後見制度の利用支援を図るため。

広島

制度を利用しやすくするため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
①知っており、市町村長申立に限定しない内容の実施要綱等を策定、または改訂した。
広島

成年後見制度の利用促進を図るために改正した。

山口

要綱制定時から市長申立てに限定しない旨の記載になっている。

山口

ただし、申立費用は除く。

山口

市の要綱を策定した時にすでに市町村長申立に限定しない内容の要綱としているため。

香川県

事務連絡を知ってから実施要綱を策定。

香川県

同上。
（その他要件をつけている。）

香川県

制度の利用を促進するため。

徳島

それ以前から限定していない。

福岡

平成22年度に上記通知等をうけ改訂。

佐賀

市町申立以外の方でも制度の活用が必要なものがいると判断した。

長崎

文書有り。

大分

当初より策定済み。

鹿児島

国や県の指導に基づいている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
函館

十分な協議がなされていないため。

函館

市町村長申立に限定しない内容の十分な協議ができていないため。

旭川

制定中。

旭川

今後、整備する予定。

旭川

今まで実績もなかったため、改訂していない。

旭川

同上(制度利用実績がなくまた具体的相談者もないため。)

釧路

同上（対応、相談件数が少なく、現状としては特に要望もあがっていないため、また、現行の補助（特
に地域生活支援事業）の枠では、十分に町に対して国や道からの助成がされているとは言いがたいと
思う。財政状況からも国・道の支出を補助ではなく、負担金化すれば、事業を進めていくうえでありが
たい。）

釧路

特段必要はないと思われるため。

釧路

(2)に同じ。(平成23年4月に市長申立に限り基準を設けたが、本人の財産等の確認をする術がないた
め改正を行っていない。)

山形

同上
（現在の要綱で対応可能。）

山形

検討中のため。

山形

要綱はあくまで事務処理の基準の一つであり、改正後の法律にも基づいて処理できるため、改定が遅
れている。

秋田

現在担当部局と協議中。

秋田

今後、改定を検討することとしている。

青森

現在、需要は感じられない。

青森

今のところ、必要性がないため。

青森

国の制度であることや、任意事業と位置付けられていることから、改訂まで至っていない。

青森

事案が発生した際に検討。

東京

身寄りのない方を優先としているため。

東京

区条例にて既に区市町村長申立を要件としていないため。

東京

本人申立に限定した助成方式を検討中。

東京

現状では、区長申立のみ対象としているため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
東京

上記（2）－②に同じ。
（予算増額が見込めないなか、対象拡大にあたってはあらためて対象要件や報酬基準の見直しが必
要であるため。）

東京

上記に同じ。
（国が全額補助しないと自治体による温度差、バラツキがかなり生じると思われる。）

東京

今後、改正検討。

東京

今後、改正を検討。

東京

区として対応を検討中。

東京

人員が足りない。

東京

実施要綱が未整備のため。

東京

補助を受けても市負担分の増高による財政措置が困難であるため、市独自の助成制度により実施し
ている。

東京

予算上の問題。

東京

2（2）の回答と同趣旨。（他市と連携して、成年後見を受けることが困難な所得や財産のない方に後見
事務を提供する法人・施設を設立し、それらの方々の支援をしているため。）

神奈川県

（2）に同じ。(現に成年後見制度利用支援事業を実施し、申立費用等についても助成している。助成対
象を拡大するかどうかは今後の検討となる。)

神奈川県 市域における後見等申立て件数が把握できていないため、市長申立てを行った被後見人のみとした。
神奈川県 改訂については検討中。
神奈川県 後述。
神奈川県

(2)－②に同じ。
(平成18年の厚労省の通知のまま現在に至る。今後拡大に向けて検討していく。)

神奈川県

(2)に同じ。
(平成18年通知のまま現在に至る。拡大に向けて検討中。)

神奈川県

当市においては市町村長申立件数自体が少なく、経済的困窮による報酬助成の実績がないため、要
綱の改定を見送っている。

神奈川県 予算上困難。
神奈川県

上記同様。
(今後の申請件数やケース状況をみていきたい。)

2ページ(1)①と同様。
神奈川県 (親族申立てのケースでは親族が後見人になることが多く報酬助成を必要とすることが少ないと思われ
るため。)
千葉県

要綱改定を検討中。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
千葉県

改正予定。

千葉県

改定予定。

千葉県

(2)と同じ。
(特になし。H24年4月からの改定を検討中。)

千葉県

改定せずに対応できると考えられる。

千葉県

「介護保険の任意事業とすることも出来る。」という出来る規定と承知している。

千葉県

直接予算に大きく影響する内容であり、調査・研究が必要と判断している。

千葉県

(1)に同じ。
(財源の確保が困難なため。)

千葉県

地域支援事業費は、上限がきめられており、他事業との状況から市長申立に限定している。

千葉県

地域生活支援事業の一つとしての位置づけであり、全体事業費の上限が決められている中で、ほか
の事業の需要もあるため。

千葉県

申立て件数が少ない。

千葉県

近隣市町村の動向を見たい。住民からの要望は特にない。

千葉県

近隣市町村の状況を把握し、改定についての検討に時間を要するため。

千葉県

障害者関係では、現在までのところ、市長申立を行った被後見人からの報酬請求は発生しておらず、
市長申立て以外の後見人等からの報酬助成の相談もないことから改定にはいたっていない。今後、市
長申立以外の助成については検討課題としたい。

千葉県

近々、改定の予定。

千葉県

近々、改定の予定。

千葉県

現在検討中。

千葉県

件数が少ない為、現在検討中。

千葉県

2－（1）”理由”欄に記載したことと同じ理由。
(「本人申立」「家族申立」では、経済状況の詳細まで把握できず、助成することの必要性を判断しきれ
ない。)

千葉県

親族による申し立てについても報酬助成対象者とするには必要性の判断が難しい。又、財政面につい
ても不安。

千葉県

市長申立以外の人の場合、助成対象の基準が定まらない。

千葉県

現状の要綱において、報酬部分は、市町村申立に限らず、助成の対象としている。また、申立て費用
の助成については、過去の相談事例に対応できてきたこともあり、未検討のため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
千葉県

問（2）②と同じ理由による。
(今まで報酬助成の実績が無く、かつ報酬助成を実施するケースは申立てを含めた親族からの支援が
全く受けられないことを想定していたため。)

千葉県

必要とするケースが稀と考えられ、必要が生じた場合に検討する。

とちぎ

本市要綱は平成17年の施行時から事務連絡の内容と合致していたので改定していない。

とちぎ

現在改訂中。

とちぎ

変更しなくても対応できるため。

とちぎ

現在、検討中。

とちぎ

要綱自体は費用助成に要件を設けていないため。

群馬

対象者を拡大する財政的条件が整わないため。

群馬

要綱の改定の必要性を感じていない。

群馬

地域の実情を見て検討している。

群馬

予算確保が出来ていないため。

群馬

市長以外の者が申立てを行った場合でも、報酬助成できるように検討したい。

静岡

件数把握、予算確保等が困難なため、改訂は行っていないが、今後の国・都市の状況を注視してい
く。

静岡

件数把握、予算確保が困難なため改訂は行っていないが、今後国、他都市の状況を注視していく。

静岡

他市の実施要綱の整備について注視している。

静岡

今後検討。

静岡

（2）と同様。（実施要綱の見直しの検討はしているが、助成の基準（資格、金額等）の設定に苦慮して
いるため、改訂には至っていない。また、ニーズがないことも要因と言える。）

静岡

同上
（報酬助成の実施要綱がない為。）

静岡

今後見直しを検討。

静岡

資産や収入等の基準がはっきりしないため。

静岡

検討中。要綱策定当初は一般会計での支出を見込んでいたが、現在（H23年度以降）は地域支援事
業での支出を見込んでいる。

静岡

今後改正が必要と考える。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
静岡

市町村長申立て以外による報酬助成を必要とする件数が把握できていないため。

静岡

現時点では改訂を予定しているため。

静岡

対象者を変更する必要がない。

静岡

この表現は市役所側へこのようなアンケートを出すに当たって、押しつけがましいのではないでしょう
か？

静岡

現状では、関係機関との連携・調整が必要なため要綱の一部改正には至っていないが、本人申立て
及び親族申立の場合であっても時間の経過とともに支援者が不在となるおそれもあるため、早急に要
綱の整備が必要と考える。

静岡

現在、準備中。

静岡

親族等の支援をお願いしている。親族申立等で費用負担ができない等の相談がなく、現状において必
要性の検討ができていない。

静岡

該当者がいなかったため、改訂までの事務処理が出来ていなかった。

山梨

改訂の検討にある。

山梨

文章は確認していたものの、条項の改訂に至っていなかった。

山梨

検討中。

山梨

該当者がおらず、未検討なため。

山梨

同上。
(改訂の検討中。)

新潟県

財政上の理由。

新潟県

財政上の理由から。

新潟県

今のところ、必要がないため（必要に応じて検討する）。

新潟県

親族申立てへの支援の必要性は感じているが、見通しは立っていない。

新潟県

事業選択の中で優先度や予算面等を考慮したため。

愛知

今まで該当ケースがなかった。

愛知

（2）-②と同じ。
（改訂が必要となる案件が出ていない。）

愛知

成年後見制度利用助成の実績がなく、ニーズを把握していないため。

三重

前項と同じ。
（市町申立てでなければ成年後見の利用が困難な方を対象といているため。）
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
岐阜県

対象が拡大されているので、検討の予定。

岐阜県

現在のところ改訂の必要性がない。

岐阜県

（2）のとおり。
（現在改訂に向けて調整中。）

岐阜県

現在改訂中。

岐阜県

改訂中。

岐阜県

（1）に同じ。
（市財政負担が増加することへの不安から市町申立てを要件としている。）

岐阜県

検討中。

岐阜県

前と同じ。
（市長申し立てですら現在2，3件であり、親族申立てについてはほとんど該当しないと思われる。）

福井県

市町村長申立て以外の対象者の範囲設定が困難。

富山県

見直し、改訂を予定している。

富山県

要綱改訂の必要はあると考えており、検討していきたい。

大阪

（１）-①と同様
（①市長申立後の後見人等の活動支援のため ②後見制度全般の事業としていないため）

大阪

同上
（今後、他自治体の状況や対象者の状況等を踏まえて検討してまいりたい）

大阪

今後の検討課題。

大阪

近隣市町に合わせている。

大阪

同上
（全国統一の実施要綱等が必要だと思う。被後見人等の転出入の際の取扱いなど、課題が多い。）

大阪

近隣市の要件と水準を合せている。

大阪

要綱改正の予定はない。

大阪

現在、検討中。

大阪

現在、検討中。

大阪

予算に限りがあるため、現時点では市長申し立てに限定している。

大阪

他市町村の動向にあわせて対応する。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
京都

平成２４年度に向けて検討中。

京都

生活保護受給者についてのみ、市長申立に限定しない旨を規程。

京都

要綱改訂による予算の確保が困難であるため。

京都

第１ー２（１）と同じ
(本町は町長申立の要綱上「配偶者及び２親等内に親族がいない者」を対象としているが、当該親族
があってもその他の事情により対象とする規程を設けていることから、報酬助成を必要とする方は基
本的に町長申立の対象者になると考えているため。)

京都

現在検討中のため。

京都

現在検討中のため。

兵庫

対象規模を拡大するにあたり、拡大規模の把握をし、予算化するのが難しい。対象を広げた時に、市
長申立のように申立時の関わりが一切ないため、本人の財産調査をするのが難しい。

兵庫

被保護者から、市町村申立ての相談はあるが、本人（親族）申立ての相談はない。地域支援事業の予
算は限られているため、他の事業を優先している。

兵庫

対象者の定義が極めてあいまいで、具体的な対象者をどう定義するべきかなど不明で、運用上問題
である。

兵庫

運用方法等を含めて改訂を検討中。

兵庫

限られた人材による極めて厳しい財政状況のなか必要かつ緊急性の高い市長申立の事案に限定し
実施している。

兵庫

本人申立て、親族申立て等についても対象とすると、助成額が膨大となると思われること、また、制度
化するとした場合、対象者要件について慎重に検討していく必要があるため。

兵庫

全額、地域支援事業の補助として認められていないため。

兵庫

H19年度に認知高齢者事例1件、H23年度に重度心身障害者事例1件、合計2件の市長申立て事例を
市として受けているが、それ以外の相談事例がないため。

兵庫

市町村長申立に限定しない内容の実施要綱への改訂を検討中である。現在、拡大する範囲について
協議中である。

奈良

しかし、改訂は出来ていない。

奈良

上記と同様の理由（主に、介護保険制度が適切に受けられることを目的として、要綱を定めており、全
ての後見支援の対象としていない。）

奈良

上記（２）②の理由に同じ（平成２４年４月より地域生活支援事業において、成年後見制度利用支援事
業が必順化されるため、地域生活支援事業実施要綱を改訂する予定であり、地域生活支援事業実施
要綱においては、市町村長申立てに限定しない予定であるため。）

奈良

財源が限られているため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。

和歌山

2(2)②と同様
（2(1)①と同様で，親族の協力等が得られない方についても当市要綱で市長申立てをし，利用可能と
なることがあるため実施要綱の改訂の必要はない。）

和歌山

要綱改正に当たっては，関係課との調整，予算措置や現状を踏まえた上で検討が必要と考える。

広島

（2）と同じ。
（要綱策定から報酬助成の実績が1度もなくニーズがわからない。改訂された○○市の実績を参考に
考慮していきたい。）

広島

財源等内部調整が整っていないため。

山口

上記のとおり。（もともと実施要綱に市町村申立の要件を加えていないため）

山口

もともと限定されていない。

山口

もともと限定されていない。

山口

市長申立以外のケースも助成対象とした場合、親族の資産状況をどのように確認するかなど、課題が
あるため。

山口

4親等内の親族が存在するということであれば、公費の支出を前提に後見人を選定するのではなく、ま
ず、親族による支援体制を検討するべきである。

山口

検討中であるため。

山口

継続的見直しを予定しているため。

岡山県

検討中のため。

岡山県

現在の実施要綱で特に困っていない。

岡山県

(2)と同じ
（要綱の主旨である費用負担が困難である者は、申立時にもその状態にある事例がすべてで、運用
上、支障が生じていないため。）

岡山県

市町村長申立以外は、今のところ予定していない。

香川県

他市等の実施状況を調査し、今後検討していく。

香川県

予算措置が困難である。

香川県

現在の要綱で対応可能と考えている。

香川県

現在、検討中。

香川県

費用負担困難なケースは申立ての段階で市町申立てが必要なケースかど想定できるため。

香川県

報酬助成の実績がなく、実際に助成が必要であると考えられた場合に要綱を改訂する。

香川県

平成19年3月の成年後見制度利用支援事業実施要綱において対象者の明記はしていないが、本人・
代理人が申請する形式用紙がある。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
徳島

2の（2）の回答と同じ。
（対象者の範囲について他市の状況等を参考に今後改正を検討。）

徳島

市の財政状況が厳しく限られた財源からの助成となるため現在は改訂に至っていないが、状況を見な
がら検討していく。

えひめ

策定にあたっての要件等について調査研究中である。

えひめ

知的障害者、精神障害者、高齢者が一緒の要綱であるため変更中。

えひめ

○○町としては、町長申立に限定すると話し合いで決定したため。

福岡

事例の発生がないこと。本人・親族申立の場合、状況把握が十分できず、適否判断が難しい。

福岡

厚生労働省からの通知はでているものの、地域支援事業の任意事業としての実施である、市内の状
況の把握や予算の裏付けが不十分な為、事業の見直しを実施していない。

福岡

予算の確保が困難なため。

福岡

予算の確保が困難なため。

福岡

成年後見制度利用支援事業については、市長村が費用の一部を負担することとされており、財政的な
負担について課題と考えるため。

福岡

改訂予定である。

福岡

同上。（改訂のみであれば比較的容易ではあるが、実際の運用の事務処理を考えると二の足を踏ん
でしまう。・申立て費用の扶助はどうやるのか。現金を渡すのか、裁判所からの請求書なのか。領収証
（申立人既払済）ならその金はどうしたのか？払えるのなら扶助は必要ないのでは？・報酬であれば、
家裁からの審判書があるので扶助しやすいが。）

福岡

2課にまたがっていて調整が出来ていない。

福岡

予算、人員の確保が困難なため。

福岡

予算の確保が困難なため。

福岡

助成要件等の設定を検討中。

福岡

費用負担面での懸念事項、近隣での未実施状況等もあり改訂実施に至っていない。

福岡

（2）の理由と同じ。
（予算措置や実務上の課題の整理ができていないため。）

福岡

同上。
（ニーズ把握や運用方法について研究している最中であるため。）

福岡

（2）の理由と同じ。
（予算措置や実務上の課題の整理ができていないため。）

長崎

検討事項。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
②知っているが、実施要綱の改訂は出来ていない。
長崎

現在、市長申立に限定しない助成について検討している。

長崎

（1）の①の回答のとおり。
（財源（の性質）や福祉政策上の優先度を考慮して市長申立ての場合に限るとした。）

熊本

本人申立て、親族申立て等が町内に何件位あるのか把握できず、対象者の予測がつかないため。

熊本

対象者がいないため。

熊本

予算の確保が難しいため、改訂はしない予定。

熊本

改訂に向けて検討中。

熊本

（2）の問いに対する回答に同じ。
（対象者拡大により予算増を招くことが予想され、財政難の折予算確保が困難と思われる。）

熊本

今後検討していく予定。

熊本

前述のとおり。（無制限に助成対象を拡大することが財政上困難である。）

熊本

前述のとおり。（介護保険料を源資とする助成制度であり、無制限に対象を拡大することは財政上困
難であるため。）

熊本

同上。（市長が行う審判請求のみ。市長申立ての実態や事務手続業務体制ができていない。）

宮崎県

財政上の問題。

宮崎県

財政上の問題。

宮崎県

緊急の対象者がいない事と職員体制が整っていないため。

宮崎県

改訂について準備中。

鹿児島

実施要綱そのものがない。

鹿児島

平成24年2月に県実施の認知症関係の研修会で話があった。予算等検討できていない。

鹿児島

成年後見は難しく、改定するには自分自身も勉強不足であり出来ていない状況であった。今後検討し
ていきたい。

鹿児島

近年、市民後見への期待が高まり、本市でも市民後見の運用も視野に入れた調査等を行い、今後検
討していく予定であるため。

鹿児島

近年、市民後見への期待が高まり、本市でも市民後見の運用も視野に入れた調査等を行い、今後検
討していく予定であるため。

沖縄

運用で助成可能と考えているが今後は検討していく。

沖縄

（2）-②と同じ。（その他兼務の業務が多く改訂手続に至っていない。）

74/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
③知らなかった。
釧路

職員の異動・退職等により引継が十分でなかった。今回の資料をもとに、改めて検討したい。

秋田

事務連絡を認識していない。

秋田

担当外のため。

青森

今のところ、必要性がないため。

東京

障害福祉所轄課には周知されなかったのでは？

東京

同上。
（所轄課で情報を確認していたが、要綱改正までの手続きについて当課に連絡がなかった。）

神奈川県

今回の通知で確認した。

神奈川県

小規模団体のため、事例がほとんどない。

千葉県

通知なし。

千葉県

介保、地域支援事業の担当課でない為。

千葉県

特になし。

千葉県

担当者ではなかった。

千葉県

介護保険制度は担当外のため。

とちぎ

介護保険制度の地域支援事業としてこのようなメニューがあるのは知らなかった。ただし通知前から市
長申立てに限定していない。

とちぎ

この通知は、介護保険内での事業を想定しており、障害福祉の観点にあまり則していないため。

とちぎ

特に話題にはなっていなかったため。

とちぎ

介護保険事業における地域支援事業での照会であるため。

とちぎ

障害者関係は他の部署のため。

群馬

同上。(担当していなかったので資料を見る機会がなかったから。)

群馬

同上。(H23.4.1異動のため。)

静岡

成年後見制度に係る事務については、高齢者の部署で担当していたため。

静岡

介護保険担当部署に通知されたものと思われる。

静岡

認識不足であった。

愛知

現在の部署に勤務していたが、成年後見の担当ではなく、市民からも助成に関する問い合わせがな
かったため。

愛知

介護保険、高齢者の部署に勤務していなかったため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
③知らなかった。
愛知

（2）と同様。
(平成27年4月策定時点で市町村長申立に限定しない。)

愛知

未確認のため。

三重

申立て費用については法テラスによる立替（免除もあり）利用が望ましいと考える。報酬等については
必要性は理解しており、今後の検討課題と考えている。

三重

市町村申立ての申立て費用のみとしている。

三重

今後検討が必要と思う。

三重

市町村経由の申請ではないため。対象者の把握が困難である。

福井県

同上。
（担当してから11か月であり確認していなかった。）

福井県

担当課が他課のため。

石川県

同上。
（情報不足。）

大阪

本市の要綱で対応可能。

大阪

担当でなかったため。

大阪

平成２４年４月に異動したばかりで、まだ目を通せていなかった。

兵庫

認識不足。

兵庫

当時の担当者と変わったため。

奈良

（２）③と同じ
（実施要綱の定めはあるが事務執行のマニュアル等が整備されていなかったため。）

奈良

担当課より連絡がなかった。

和歌山

担当でなかった時期なので、把握していない。

徳島

同上。
（担当課でなかった為。）

徳島

専従の事務担当者がいなかったため。

えひめ

同上。
（H23年度担当になったため。）

佐賀

連絡は障がい担当者のみ連絡があっていると思われる。

大分

介保保険は主管課が別のため。

76/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
③知らなかった。
大分

障害福祉の係のため、老健局の通知までは気がまわらなかった。

大分

平成20年に担当でなかったため。

鹿児島

地域支援事業の任意事業としての理解はしていたが、利用料・事務の手続き等を説明すると希望者が
いなかった。要綱を定め、利用促進の必要性を感じていたが、定めていない。今年度予定。

鹿児島

平成22年4月1日に現部所に異動した。

鹿児島

配属になった時点で当該資料がなかったため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（３）平成20年10月24日付厚生労働省労健局計画課長の事務連絡【資料２】をご存知ですか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。
東京

知っているが、財政的に厳しいため利用をしていない。（全額補助ではない）。

神奈川県

本市の報酬助成に係る要綱は平成15年に整備されているが、円滑に活用されていなかった。本報酬助
成を利用しやすくする為平成23年に要綱の改正を行った経過がある。改正に伴い、利用の伸びが予測
できず、財線的事情から現状は市長申立事案に限定している。

神奈川県

本市では成年後見支援センターを設置し、NPO法人に業務委託しており、成年後見制度の広報、普及
活動は同センターを中心に行っている。

神奈川県

担当の人事異動のため、今後制度の理解に努める。

群馬

現在要綱作成中である。

群馬

知っている。実施要綱策定中。

静岡

知っており、市町村長申立てに限定していない。

静岡

資料2は、一般市民が家裁へ申立てする費用を助成するにあたり、市役所がその一般市民へ補助金を
支出した場合、介護保険会計の中で、国、県から対応金を特定財源として、収入することができるという
内容。元来、そのような補助金の要綱を制定していない。→（理由）質問1（自由記載）、質問2（1）と同
じ。

静岡

現在、反映させた要綱に改訂中。

山梨

前記設問2－（2）と同様。
（報酬額算出の根拠が不明確である為。予算の積算が難しい、他。）

新潟県

もともと市町申立を要件としていなかった。

三重

介護・高齢福祉の回答をご参照願いたい。

岐阜県

（2）に同じ。
（知っているが、別の事由から既存の要綱を改訂した。）

大阪

話は聞いていないが通知は見ていない。要綱は改訂していない。

山口

2-（1）-①の理由による。（親族との関係、本人の資産、収入等総合的に考察し市長申立を行うため要
件としている）。要綱は事務連絡以降に制定。

香川県

同事務連絡を踏まえて、本市の要綱の改正を検討したい。

えひめ

要綱発足当時から、対象者の範囲を限定していない。

福岡

成年後見制度利用支援事業は地域支援事業で実施することが可能だが、各自治体財政状況によって
は実施することが難しい場合もあるようである。同事業の実施についてそういった財政的な問題がある
ことをご理解いただきたい。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
函館

生活保護受給者。

函館

生活保護受給者及び資産や収入等の状況から生活保護受給者に準じると認められる方に対し、助成
することとしている。

函館

生活保護受給者。
資産又は収入等の状況から上記に準ずる者と町長が認める場合。

函館

報酬額の助成について函館市の要綱第7条(1)において規程されている。(1)現に生活保護法第6条に規
定する被保護者である者。

函館

生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条1項に規定する被保護者

旭川

本町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者。

旭川

最低限度の生活のための保護費からの負担は難しいため。

旭川

対象者に生活保護受給者と明記。

旭川

(1)生活保護受給者
(2)資産・収入等の状況から、前号に準じると認められる者。

旭川

費用負担が困難と思われるため。

釧路

生活保護被保護者及び、低所得により制度利用をする事が難しい者に対して支援する為。

釧路

(1)生活保護法に規定する被保護者
(2)その他当該開始審判申立に要する費用等を負担する事が困難であると市長が認める者。

釧路

報酬の支払いが困難であると考えられるため。

釧路

但し、申立に要する費用を負担する事により、生活保護法による要保護者も該当。

釧路

生活困窮者に対する助成のため。

山形

後見人報酬を生活費のなかから支払わなくてはならなくなるため。

山形

低所得者であるため。

山形

要綱に定められたとおり。

秋田

以下、市町村長申立に限る。経済的困窮者が前提のため。

秋田

真に助成が必要な方に助成するため。要件の一つとしている。

秋田

最低生活の維持が困難となるため。

秋田

経済的困窮者が前提のため。

青森

要件の一つではあるが限定しているわけではない。

青森

資力のない方たちへの制度の利用促進を図るため。

青森

サービス利用の観点から。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
青森

現に生活保護法に定める被保護者である者。

青森

経済的困窮者に対応するため。

東京

報酬に要する費用を負担することが困難なため。

東京

被保護者の権利擁護の為。

東京

※2（4）～3までは介護、障害部門（要綱作成をしている）を参照願いたい。

東京

（生活保護又は、それと同基準以下の方に対して）助成がないと後見人制度を利用することが困難な方
を対象としているため。

神奈川県

生活保護法上の被保険者は、後見人等の報酬費用が保護費として給付されない。このため、後見人等
の報酬費用を賄える資力はないと認められるため、報酬助成の対象者としている。

神奈川県

成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な者を助成するため。

神奈川県

要綱記載。

神奈川県

生活保護扶助費から報酬を支払うことができないため。

神奈川県

生活保護のなかには成年後見扶助はないため。

神奈川県

生活保護には成年後見扶助制度がないため。

神奈川県

後見人への報酬助成は生活保護では対応しないため。

神奈川県

経済的に後見人への報酬の負担が困難であるため。

神奈川県

報酬の支払い能力がないと考えられるため。

神奈川県

報酬の支払能力がないと考えられるため。

神奈川県

後見人等の報酬費が支出できないため（本人）。

神奈川県

生活保護制度に後見人の報酬に対する扶助がなく、負担することができないため。

千葉県

改正予定。

千葉県

生活保護費に報酬分が含まれていないから。

千葉県

金銭面における支援が必要なことから。

千葉県

生活保護法上の被保護者以外にも要件はある。

千葉県

報酬を支払うことにより生計を維持することが困難になると認められるため。

千葉県

生活保護者の制度利用が出来なくなることを防止するため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
千葉県

報酬助成ができないことにより生活保護者の利用制度が出来なくなることを防止するため。

千葉県

要件の第一として生活困窮者であることが理解しやすいため。

千葉県

要件の第一として生活の困窮者であることが理解しやすいため。

千葉県

助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難なため。

千葉県

生活保護法上の被保護者に成年後見人等の報酬の支払は困難であると考えられるため。

千葉県

成年後見人等の経済的負担の軽減を図ることを目的としているため。

千葉県

要件のうちの１つ。

千葉県

必要性があると認められるため。

千葉県

経済的に困窮した方に対しても、利用支援出来るように。

千葉県

（1）-①と理由同じ。
(身寄りのない方、親族の協力が得たれない高齢者や障害者の人権保護を目的とし、なおかつ低所得
者による制度利用が図れるようにしている。)

千葉県

別紙第7条第1項（○○市成年後見制度利用支援事業実施規則）

千葉県

別紙第7条第1項（○○市成年後見制度利用支援事業実施規則）

とちぎ

要件の一つとなっているものの、その他に①経済的に困難な人②その他市長が特に必要と認める者も
要件としている。

とちぎ

要綱に定められているため。ただし、生活保護受給者でなくとも要件を満たせば助成の対象者となり得
る。

とちぎ

要綱第9条第3項に生活保護受給者も含んで対象者が列記してある。

とちぎ

生活困窮者を助成の対象にすることは、成年後見制度の利用支援の目的と合致するため。

とちぎ

生活保護の支援対象に成年後見に関する規定が認められていないため。

とちぎ

該当者の一つとして上げている。

群馬

市長以外の者が申し立てを行う場合に、要件の一つとしている。

群馬

予定している。

静岡

成年後見制度の利用が困難であるため。

静岡

成年後見制度の利用が困難であるため。

静岡

経済的に困窮しており、報酬を支払えないことが明らかであるため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
静岡

ただし、それが絶対条件ではなく、あくまでも要件の一つであるので問題はないと思われる。

静岡

別途要綱による。（○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱）

静岡

生活保護法において、扶助できないため。

静岡

生活保護法において、扶助出来ないため。

静岡

助成費の対象者を明確にするため。

静岡

第1-1と同じ。
(成年後見制度は、判断能力が不十分な方への権利擁護について大きな役割を果たすとともに、成年
後見の支援が利用者の財産管理や福祉サービスの利用などにおいても役立つものと判断できるため、
成年後見制度の報酬費用の負担が困難で利用ができない状況とならないように、これに該当する方の
本位に立ち、要綱を定めていると考える。)

静岡

報酬の負担が困難な方のため。

静岡

生活保護費から報酬を支払うことは困難であるため。

山梨

費用負担が困難な者を対象とした。

新潟県

生活保護の基準で資力を判断するため。

新潟県

生活保護を受けている方は後見人に対する報酬の支払が困難な為。

新潟県

第1の1①に同じ。(生活保護法による被保護者、又は資産・収入等の状況がそれに準ずると認められる
認知症高齢者等を支援するため。)

新潟県

低所得者全般を対象とするため。

愛知

費用負担が困難であると判断できるため。

愛知

生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する被保護者と要件としてる。

愛知

（助成の支給対象者）
第7条 第2条第2号に規定する助成金（以下「助成金」という。）の支給の対象者は、市長が行った審判
の請求に基づき後見人等を選任された者（以下「被後見人」という。）であって、次の各号のいずれかに
該当するものとする。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する
要保護者。
（2）前号に掲げる者に準ずる者であって、助成金を支給されなければ成年後見制度を利用することが
困難であると市長が認めた者。

愛知

要件の一つであって生活保護の受給者であることを必須要件としている訳ではない。

三重

被保護者であると報酬費の支払ができず、成年後見制度の利用もできない状況になる恐れがあるた
め。

三重

生活困窮者の成年後見利用を支援するため。

三重

経済的支援が必要なため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
岐阜県

（1）～（3）のいずれかに該当する者と限定している。

福井県

経済的困窮者。

福井県

生活保護法上の方も要件としている。

石川県

助成措置が必要な方にのみ支給を行うため。

石川県

被保護者が後見等を受けた場合、本人の資産からは報酬が見込めず、後見人等がスムーズに受任さ
れないことが考えられるため。

大阪

対象要件の一つであるが、受給者以外も利用可能。

大阪

生活保護上の被保護者である場合、報酬費は支給されないため報酬を支払うことができないため、助
成が必要である。

大阪

低所得者を一定の要件とするため。

大阪

被保護者に限定はしていない。

大阪

被保護者に限定していない。

大阪

生活保護費では本人支払い困難のため。

大阪

１①に同じ（成年後見の費用負担で困難な方に対し、必要となる費用の全部又は一部を助成することに
より、成年被後見人の生活を支援するため。）

大阪

費用負担が困難であると考えられるため。

京都

対象者を明らかにするため。

京都

市長は被成年後見人等に対し、生活保護法による規程により保護を実施するときは成年後見人等の報
酬の全部又は一部を助成することができる。

京都

理由未記入。

京都

対象者要件のひとつとして。

京都

要綱第２条第１項第１号に「生活保護を受けている者」と定めている。

京都

報酬助成の要件として３つを設け、そのいずれかに該当する場合に報酬助成を行うこととしており、３つ
の要件のうち、一つが生活保護法上の被保護者と規程している。

兵庫

申立費用が保護費の対象となっていないため。

兵庫

対象を明確にするため。

兵庫

対象を明確にするため。

兵庫

限られた人材による極めて厳しい財政状況のなか、必要かつ緊急性の高い市長申立の事案に限定し
実施している。

兵庫

身寄りがなく独居で生活している申立てが必要な方は、法テラスを利用していくことが難しいと考えるた
め。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
奈良

市長申し立てを行う必要のある対象者を明確にするため。

奈良

生活保護法では、後見人等の報酬の扶助がなく報酬助成の対象となり得るため。

奈良

成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対して、その費用を助成することで、成年後見制度
の利用を支援することを目的としている。

奈良

経済的理由により、制度理由できない方は経済的困窮者（＝被保護者）である可能性が高いと思い、明
文化している。

和歌山

市長申立て。

和歌山

本人に報酬を支払う能力がないため。

和歌山

必要とされている方が利用できるように。

広島

報酬を支払える収入や資産があれば、助成の必要はないため。

広島

制度を利用しやすくするため。

広島

生活保護を受けている時点で資産・収入等の調査が行われており、報酬等の支払いが困難であること
は明白なため。

広島

生活保護受給者は、自身の支払いが難しいので対象としている。

山口

本人に報酬を支払う資力がないため。

山口

本人に報酬を支払う資力がないため。

山口

経済的に困窮していることが明らかなため。

山口

生活保護上の被保護者また親族にも支援する能力がない。

山口

ただし、生活保護被保護者のみではなく、「資産収入等の状況から準ずると認められる者」もうたってい
る。

山口

経済的に親族の支援も受けられないということは、後見人に対する報酬が支払えない可能性があるか
ら。

山口

支払い能力や保有資産の一定の判断基準が必要であるため。

岡山県

別紙参照願いたい。

岡山県

別紙要綱のとおり。

岡山県

報酬の負担が困難。

岡山県

被保護者が、報酬を支払うことができないため。

香川県

資産及び収入状況において生活困窮者としての認定の判断基準になるから。

香川県

本人が成年後見人に対して報酬を支払うことができないため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
香川県

生活保護費の中に成年後見人等への報酬は含まれていないため。生活保護受給者が成年後見制度を
利用しようとしたとき報酬助成がなければ現実的に利用できなくなってしまう場合が考えられる。

香川県

制度利用の促進。

徳島

要件の1つであるが、これだけではない。

えひめ

生活保護受給者から報酬費が負担できないため。

えひめ

○○市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱（平成22年6月22日 告示第121号）第3条に明記し
ている。

えひめ

生活保護を受けている方でも制度が利用できるように。

福岡

自治体が助成するにはそういった要件設定が妥当であると考えているため。

福岡

生活困窮者の基準の定めがないため。

福岡

生活困窮者の基準の定めがないため。

福岡

生活保護の制度では報酬に係る費用を受給者に受給することになっておらず、代わりに報酬を助成す
ることが必要であるため。

福岡

生活保護受給者については、報酬を支払うことが困難であると考えられるため。

福岡

規則：（1）生活保護法に定める被保護者。（2）資産・収入の状況から第一号に準じると認められる者。

福岡

生活困窮者に対しての助成であると考えられるため。

福岡

生活困窮者の援助のため。

福岡

現在の要綱上で位置づけられているため、市長申立の場合のみ対象としている。

福岡

成年後見にかかる費用を負担することが困難かどうかを判断するため。

福岡

費用負担が困難な者に助成するため。

福岡

現在の要綱上で位置づけられているため、市長申立の場合のみ対象としている。

佐賀

生活保護を受けているもの。

佐賀

生活保護法による保護を受けているもの及びこれに準ずるもの。

佐賀

①生活保護受給者②助成を受けなければ後見制度の利用が困難と認められるもの③前２号に掲げる
もののほか、町長が必要と認めるもの。

佐賀

①生活保護受給者②助成を受けなければ後見制度の利用が困難と認められるもの③前２号に掲げる
もののほか、町長が必要と認めるもの。

佐賀

①生活保護受給者②助成を受けなければ後見制度の利用が困難と認められるもの③前２号に掲げる
もののほか、町長が必要と認めるもの。

長崎

生活保護では、成年後見人等への報酬について保護（扶助）の対象とはならないため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
①実施要綱で要件としている。
長崎

「助成を受けなければ利用が困難であると認められる者」としての趣旨に適しているため。

長崎

保護費（生活費）の中で報酬をまかなわなければならず、費用負担困難と考えられるため。

長崎

被保護者は、助成を受けなければ後見等の利用が困難なため。

長崎

成年後見制度の利用に要する費用について、自己負担することが出来ないとする基準を設ける必要が
あると判断した。

大分

対象者を保護受給者程度の生活困窮者に限定するため。

熊本

経済的な助成がなければ成年後見制度の利用が困難になるため。

熊本

補足性の原理を優先とした考え方に基づいている。

熊本

1.被保護者。

熊本

要件としているが被保護者でなくても受けられるような規程を定めている。

熊本

制度開始当初の国、県の指針に基づき制定。

熊本

生活困窮者であるため非保護認定となった者は、助成対象として然るべきと思われる。

熊本

要綱改訂に至っていない為、「資料1・2」の通知前の要件が残っているが、今後、要綱自体も改訂してい
く予定である。

熊本

生活困窮の具体的な目安。

熊本

生活困窮の一つの目安。

熊本

課税されていない。

宮崎県

生活保護が申請主義であるため。

鹿児島

費用負担が困難な者と認められるため。

鹿児島

経済的な事業から利用がしづらいと判断されるため。

沖縄

生活保護制度には報酬費の扶助はなく、本人による負担は不可能なため。

沖縄

第2条第1項第1号について「生活保護を受けている者及びこれに準ずる者」として規定。生活保護のみ
ならず、生活困窮であるものも含めている。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
旭川

生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく被保護者。

旭川

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及びこれに準ずる者。

旭川

生活保護法による被保護者。

旭川

①生活保護受給者
②生活保護受給者になることが見込まれる者
③その他、費用負担が困難と市長が認めた者

釧路

第5条 第3条第2項に規定する者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、申立にてに要する費
用は、町の負担とする。
(1)申立に要する費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合。
(2)生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条に規定する被保護者（以下「被保護者」という。）である場
合。
(3)申立に要する費用を負担する事で、生活保護法第6条に規定する要保護者）以下「要保護者」という。）
となる場合。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、町があらかじめ申立に要する費用を支出
し、審判により選任された成年後見人等に該当費用を請求するものとする。

釧路

生活保護法に規定する保護を受けている者。

釧路

生活保護受給者又はこれに準ずる者並びに市長が必要と認めた者。

山形

被保護者である者。

山形

(1)生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
(2)その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

山形

生活保護を受けている者及びこれに準じる者。

山形

生活保護をうけているもの。

山形

支援の対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。
（1）生活保護受給者
（2）後見人等に対する報酬を受けなけれな制度の利用が困難な者
（3）その他市長が必要と認める者

秋田

生活保護法による保護を受けている者。

秋田

生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者又は成年後見人等の報酬を負担することで、生活
保護法による扶助を受けることになる者。

秋田

①生活保護法に定める被保護者であるとき。
②その他、特に助成の必要があると認めたとき。

秋田

別添要綱第7条参照

秋田

生活保護法による被保護者である者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
秋田

現に生活保護法に定める被保護者である者。

秋田

別紙要項第6条。

青森

現に生活保護法による被保護者であること。成年後見人等の報酬を負担することで、生活保護法による
要保護者となる者。

青森

要件とする予定である。

青森

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

青森

生活保護法第6条に規定する被保護者。

青森

生活保護法(昭和25年法律第144号）第6条に規定する被保護者。

青森

町長は次の各号のいずれかに該当する被後見人等に対し、助成対象者の後見人等の業務に対する報
酬の全部又は一部を助成するものとする。
(1)生活保護を受けている者及びこれに準ずると認められる者。
(2)後見人等報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

青森

町長は次の各号のいずれかに該当する被後見人等に対し、助成対象者の後見人等の業務に対する報
酬の全部又は一部を助成するものとする。
(1)生活保護を受けている者及びこれに準ずると認められる者。
(2)後見人等報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

青森

現に生活保護法に定める被保護者である者。

青森

後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者、
その他市長が必要と認める者。

青森

生活保護法（昭和25年法律144号）第6条に規定する被保護者。

青森

（1）生活保護法第6条に規定する被保護者。
（2）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の支
援給付を受けている者。
（3）資産、収入等の状況から前号に準ずる者と市長が認める者。

青森

第6条、市長は次の各号のいずれかに該当する被後見人等（以下「助成対象者」という。）に対し、助成対
象者の後見人等の業務に対する報酬（以下「後見人等報酬」という。）の全部又は一部を助成するものと
する。
（1）生活保護を受けている者。
（2）後見人報酬の全部又は一部の助成を受けなけれな成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

東京

要綱第6条参照（○○区成年後見制度における区長の審判請求手続等及び報酬費用助成に関する要
綱）

東京

別紙：要綱第2条（助成対象者）（2）経済的要件①参照。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
東京

別紙：要綱第2条（助成対象者）（2）経済的要件①参照。
生活保護法による保護を受けている者、又は、中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている者。

東京

生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者。

東京

報酬等費用の助成を受けることができる者は、区長の審判の請求により成年後見人を選任された成年被
後見人、被保佐人又は被補助人であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
（1）生活保護法第6条第1項に規定する被保護者。
（2）成年後見人等の属する世帯の収入及び資産から生活保護法による保護の基準により算定した最低
生活費を控除して得た額が、本要綱第5条の規定による審判の請求費用、成年後見人等の事務の遂行
に必要な費用及び報酬等費用の合算額に満たない者。

東京

生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者。

東京

「○○区高齢者に係る成年後見人等の報酬等費用助成要綱」（以下「要綱」という。）第2条第1項を参照願
いたい。

東京

現に生活保護法による被保護者である者。

東京

別紙のとおり。

東京

別紙のとおり。（成年後見人等報酬負担支給規則）

東京

（別紙2）○○市成年後見人等報酬助成金交付要綱第2条（1）参照。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑
な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）の規定による支援給
付を受けている者。

東京

1.生活保護法に基づき保護を受けている者。
2.後見人等の報酬を負担することにより生活保護法による保護の基準以下となる者。
3,その他市長が特に必要と認める者。

神奈川県 （1）生活保護法（昭和25年法律第144号）の規程による被保護世帯に属する者
神奈川県 生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けている者。
神奈川県 別紙要綱のとおり。

第2条 助成の対象者は、判断能力が十分でない高齢者又は障害福祉サービスを利用し、若しくは利用し
ようとする重度の知的障害者若しくは精神障害者であって、次のいずれかに該当するものとする。
神奈川県 （1）市が行う生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けている世帯に属する者又は中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援関する法律（平成6年法律第30号）の
規定による支援給付を受けている者。

市長は対象者の資産・収入等の状況が次の各号のいずれかに該当するときは、審判請求費及び成年後
神奈川県 見人補佐人、補助人（以下「成年後見人等」という。）への報酬を助成することできる。
(1)生活保護受給者
神奈川県 別紙要項、第6条第1号のとおり。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
(1)生活保護法に定める被保護者。
(2)申立てに要する費用又は成年後見人等の報酬を負担することにより生活保護法に定める要保護者と
神奈川県
なる者。
(3)前2号に掲げる者のほか、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める者。
神奈川県 生活保護を受けている者。
助成を受けることができる者は、成年後見制度における市長が行う審判請求に関する要綱の規定によ
神奈川県 り、市長が家庭裁判所に対して後見開始等の申立を行った者で、生活保護法による被保護者及びこれに
準ずる者。
神奈川県 生活保護法（昭和22年法律第144号）に基づく生活保護受給世帯。
神奈川県 生活保護を受けている者及びこれに準じる者。
神奈川県 生活保護を受けている者。
神奈川県 生活保護を受けている者。
神奈川県 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
千葉県

市長申立を行った生活保護法の被保護者又は市町村民税非課税者でその利用し得る資産を活用しても
成年後見人等に支払うことが困難なもの。

千葉県

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者。

千葉県

別紙実施規則参照。

千葉県

生活保護を受けている者。

千葉県

生活保護を受けているもの。

千葉県

生活保護受給者。

千葉県

生活保護法に基づく被保護者。

千葉県

生活保護法に基づく被保護者。

千葉県

別添（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

千葉県

別添（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

千葉県

(1)生活保護法の被保護者。
(2)資産・収入等の状況から生活保護法の被保護者に準ずると認められる者。
(3)報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。
(4)その他市長が特に必要と認める者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。

千葉県

(成年後見人等報酬の助成）
第7条 市長は、自らが審判請求した成年後見人等が次の各号のいずれかに該当すると認められる者で
あるときは、家事審判法第9条第1項甲類第20号の報酬の付与の審判で、家庭裁判所が決定した成年後
見人等に対する報酬の全部又は一部を助成することができる。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者

千葉県

生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）から算出した成年被後見人等の生活保護
基準額(各種加算を含む）に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を加えその合計額が
成年被後見人等の収入を超えるとき。

千葉県

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

千葉県

別添「○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱」第7条のとおり。

千葉県

生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者。

千葉県

生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者。

千葉県

成年後見人等の報酬扶助を受けることができる者は、市長が後見開始等審判の申立を行い、家庭裁判
所において成年後見人等が選任された者で、次のいずれかに該当するものとする。
（1）略
（2）生活保護を受けているもの。

千葉県

成年後見人等の報酬扶助を受けることができる者は、市長が後見開始等審判の申立を行い、家庭裁判
所において成年後見人等が選任された者で、次のいずれかに該当するものとする。
（1）略
（2）生活保護を受けているもの。

千葉県

生活保護受給者。

千葉県

生活保護法による生活保護受給者。

千葉県

生活保護法による生活保護受給者。

千葉県

別紙参照。要綱第11条第1項第1号。

千葉県

別紙参照。要綱第11条第1項第1号。

千葉県

生活保護受給者。

千葉県

○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱（別紙1）第7条・第8条参照。

千葉県

次のいずれにも該当する者。
（1）家庭裁判所において成年後見人等が選任された成年被後見人等。
（2）市内に居住する者。
（3）生活保護法の規定による保護を受けている者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
千葉県

生活保護基準額に基づき算出した額に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を加えた
場合において、その合計金額が成年被後見人等の収入金額を超えるとき。

千葉県

現に生活保護法に定める被保護者である者。

千葉県

第7条 要支援者が各号のいずれかに該当するときは、～（抜粋）（2）現に生活保護法に定める被保護者
である者。

千葉県

現に生活保護法「昭和25年法律第144号」に定める被保護者である者。

千葉県

現に生活保護法に定める被保護者である者。

千葉県

本市に居住し、かつ本市の住民台帳に記載された。
ア.生活保護受給者。

千葉県

本市に居住し、住民基本台帳に記されている生活保護受給者。

とちぎ

（助成の対象）
第10条 家庭裁判所により後見人等が選任された要支援者で、次の各号のいずれかに該当する者を後
見人等の報酬助成の対象者（以下「対象者」という。）とする。
（1）生活保護受給者。
（2）活用できる資産・貯蓄等が無く、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制
度の利用が困難な者。
（3）その他市長が認める者。

とちぎ

助成対象者の一つ。

とちぎ

（1）生活保護受給者。
（2）活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人の報酬の全部又は一部お助成を受けなければ、成年後見制
度の利用が困難なもの。
（3）前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者。

とちぎ

（1）生活保護受給者。
（2）活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人の報酬の全部又は一部お助成を受けなければ、成年後見制
度の利用が困難なもの。
（3）前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者。

とちぎ

生活保護受給者。

とちぎ

生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）により算出した成年被後見人等の生活保
護基準額（各種加算を含む）に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を加えた場合に
おいて、その合計金額が成年被後見人等の収入を超えるとき。

とちぎ

別紙○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱第4条（1）のとおり。

とちぎ

生活保護法（昭和27年法律第144号）第6条に規定する被保護者（以下「被保護者」という。）である場合。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。

とちぎ

（申立費用支援及び後見人等報酬支援の対象者）
第5条 第3条第2号及び第3号（審判の申し立てに係る費用、後見人等報酬）に定める支援の対象者は、
前条の規定に該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に定める被保護者。
（2）前号に掲げるもののほか、審判の申立に要する費用及び後見人等の業務に対する報酬を負担するこ
とが困難であると市長が認める者。

とちぎ

（中略）対象者は（中略）次の各号のいずれかに該当する者とする。
①生活保護受給者。
②活用できる資産、貯蓄等がなく（中略）助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。
③その他町長が必要と認める者。

とちぎ

生活保護受給者。

とちぎ

第5条参照 町長は審判の申し立てにより後見開始、補佐開始又は、補助開始の審判を受けた者が生活
保護受給者の場合、審判により選任された当該成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を助成する
ものとする。

とちぎ

・配偶者若しくは四親等内の親族のいない者。
・配偶者若しくは四親等内の親族がいても音信不通の状況等にある者。

群馬

（市長以外の者が申立てを行う場合）
本人が住民税非課税の世帯に属する者又は生活保護受給者で助成を受けなければ成年後見制度の利
用が困難と認められる者。

群馬

助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの。

群馬

被保護者であるとき。

静岡

成年被後見人のうち生活保護法に規定する被保護者又は活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等
の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が著しく困難な者の成年後見人等を
助成対象としている。

静岡

成年被後見人のうち生活保護法に規定する被保護者又は活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等
の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が著しく困難な者の成年後見人等を
助成対象としている。

静岡

現に生活保護法に定める被保護者である者。成年後見人等の報酬等を負担することにより生活保護法
による要保護者となる者。

静岡

（1）成年後見人等の報酬等の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
（2）現に生活保護法に定める被保護者である者。
（3）成年後見人等の報酬等を負担することにより、生活保護法による要保護者となる者。

静岡

生活保護法第6条に規定する被保護者である場合。

静岡

（第9条）生活保護法第6条に規定する被保護者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
静岡

（1）生活保護法の規定に基づく生活保護受給者。
（2）資産、貯蓄等がなく、助成を受けなければ制度利用が困難な者。
（3）その他町長が必要と認める者。
（1）～（3）のいずれかに該当する者としている。

静岡

別紙参照。

静岡

別紙（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）。

静岡

対象者が生活保護法に基づく被保護者。

静岡

（1）対象者が生活保護法に基づく被保護者。

静岡

「○○市後見制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱」第2条のとおり。

静岡

生活保護受給者。

静岡

生活保護受給者。

静岡

市長申立てを行ったものに限る。

静岡

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けている者。

静岡

第2条（1）生活保護法の規定による保護を受けている者。

静岡

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

静岡

市長が審判請求の申立てを行った者で生活保護法に規定する被保護者。

静岡

市長が審判請求の申立てを行った生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する被保護者。

静岡

生活保護法（昭和25年法律第144号）により保護を受けている者。

山梨

（1）生活保護を受けている者。
（2）報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度が利用困難な者。
（3）市長が認める者。

山梨

（1）生活保護を受けている者又はこれに準ずる者。
（2）報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。
（3）その他町長が認める者。

山梨

*要件の一つだが必須ではない。

新潟県

生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者。

新潟県

要綱を参照。（○○市成年後見制度利用支援事業要綱）

新潟県

生活保護を受けている者及びｌこれに準じる者

新潟県

第6条1項1号：生活保護法による被保護者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
新潟県

第6条1項1号：生活保護法による被保護者。

新潟県

別添「○○市法定後見制度利用支援事業実施要綱」第6条のとおり。ただし、平成24年度に改訂予定で
す。

新潟県

別紙要綱第2条を参照。

新潟県

第7条 市長は、審判の請求により後見人等の選任を受けた認知症高齢者等（以下「被後見人等」とい
う。）が次の各号のいずれかに該当するときは、後見人等に対する報酬に係る助成金（以下「助成金」とい
う。）を交付することができる。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者。
（2）資産、収入等の状況から、前号に準ずると認められる者。

新潟県

（1）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
（2）その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者。

愛知

（1）①に同じ。
（原則的には要件としているが、その他に「後見人等報酬を支払う事が困難と市長が特に認める者につい
ては、対象とすることができる。」としており、費用負担が困難である方に対しては助成をする方針である
ため。）

愛知

（1）①の同じ。
（原則的には要件としているが、その他に「後見人等報酬を支払う事が困難と市長が特に認める者につい
ては、対象とすることができる。」としており、費用負担が困難である方に対しては助成をする方針である
ため。）

愛知

生活保護法（昭和25年法律第144号）により保護を受けている者及びこれに準ずる者。

愛知

生活保護法による保護を受けている者。

愛知

次のいずれかに該当する者。
（1）助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
（2）現に生活保護法に定める被保護者である者。
（3）成年後見人等の報酬を負担することで生活保護法による要保護者となる者。

愛知

助成することができる。
（1）被保護者。
（2）報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

愛知

（1）生活保護受給者。
（2）資産、収入等の状況から（1）に準じると認められる者。

愛知

生活保護法による保護を受けている者。

愛知

（1）要支援者が生活保護法に基づく被保護者。
（2）「審判の申立てに要する費用を負担することで、生活保護法による被保護者となる者」で、町長申立て
をした者。

愛知

生活保護法に定める被保護者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
愛知

後見人の報酬助成を受ける場合にあっては、生活保護を受けているもの。

愛知

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及びこれに準ずる低所得者であって、助成を受けなければ
成年後見制度の利用が困難と認められる者。

愛知

生活保護法による保護を受けている者。

愛知

（1）要支援者が生活保護法に基づく被保護者。
（2）「審判の申立てに要する費用負担をすることで、生活保護法による被保護者となる者」で、町長申立て
をした者。

愛知

別添、名古屋成年後見制度利用支援事業実施要綱第6条のとおり。

三重

現に法による被保護者である場合。

三重

別紙要綱第6条参照。（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

三重

（1）生活保護法第6条第1項に規定する被保護者。

三重

現に生活保護法に定める被保護者である者。

岐阜県

現に生活保護法に定める被保護者である者。

岐阜県

（1）生活保護法による被保護者及びこれに準ずる者。

岐阜県

別紙実施要綱第12条、13条の通り。（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

岐阜県

市長は、家庭裁判所により成年後見人等を選任された要支援者で前条ただし書のいずれかに該当する
者（生活保護受給者含む）に対し、成年後見人等の報酬を助成する。

岐阜県

（2）被保護者。

岐阜県

経済的要件の1つとして規定。

岐阜県

（別紙により抜粋）

岐阜県

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

福井県

市長は、第1条の成年後見等申立てを行う者のうち、生活保護受給者又は市町が認める者については、
成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を行う。ただし、報酬助成の金額は、家庭裁判所が決める
金額の範囲内とする。

福井県

（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する被保護者である者。

石川県

生活保護法による被保護者。

石川県

生活保護を受けているもの及びこれに準ずる者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
石川県

生活保護法の規定による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支
援に関する法律の規定による支援給付を受けているもの。

石川県

生活保護法の規定による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支
援に関する法律の規定による支援給付を受けている者。

富山県

対象者について生活保護法に定める被保護者である者と定めている。

富山県

（1）生活保護受給者。
（2）資産・収入等の状況から、前号に準じると認められる者。

富山県

対象者の規定に「生活保護を受けている者」と定めている。

富山県

（1）生活保護法（S25法律第144号）に規定する被保護者。

富山県

○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱第6条
（1）生活保護受給者。

富山県

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

大阪

生活保護を受けている者又は、これに準ずる者

大阪

町長は審査請求により、後見開始、保佐開始及び補助開始の審判を受けた者（以下成年後見人等とい
う）が各号のいずれかに該当するときには、該当成年被後見人に対し、成年後見人、保佐人又は補助人
（以下「成年後見人等」という）への報酬に対する助成措置として成年後見制度支援事業助成金を支給す
る。
（２）現に生活保護法による保護を受けている者

大阪

・生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者
・家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬の額を支払うことにより生活保護法第６条第２項に
規定する要保護者になると認められる者

大阪

別添要綱第２条を参照。

大阪

別紙要綱第２条参照。

大阪

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護者。

大阪

明文化している。その他非課税世帯も含む、別紙参照。

大阪

生活保護受給者。

大阪

生活保護受給者。

大阪

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

大阪

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

大阪

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

大阪

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

97/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
大阪

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

大阪

生活保護受給者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護をうけているもの。

大阪

○○市成年後見人等報酬扶助要綱（平成１８年６月１日要綱第４１号）第２条第２号生活保護を受けてい
る者。

大阪

扶助対象者（成年後見人等の報酬の扶助を受けることが出来る者は、市長が後見開始審判の申し立てを
おこない、家庭裁判所において成年後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するものと
する。（１）成年後見人等の報酬の全部または一部について扶助を受けなければ、成年後見制度の利用
が困難な状況にある者、（２）生活保護を受けている者（３）前２号に挙げる者のほか、使用が必要である
と認めた者。

大阪

生活保護を受けている者。

大阪

被保護者以外の低所得の方についても報酬助成が必要な方がおられることを想定している。

大阪

生活保護受給者で、成年後見人、保佐人又は補助人の報酬に要する費用を負担することが困難であると
市長が認めるもの。

大阪

生活保護を受けている者又はこれに準ずる者。

京都

生活保護法第６号第１項に規定する被保護者。

京都

現に生活保護法による被保護者である者。

京都

①現に生活保護法の被保護者②対象者が報酬を負担することで被保護者となる③市長が認めた者

京都

生活保護法の規程に基づく被保護者である者（上記以外に町長認定規定があり、生保被保護者に限定し
ているわけではなく、要件の一つとしているもの。）（設問（５）を参照）

京都

要綱第２条第１項第１号に「生活保護を受けている者」と定めている。

京都

①生活保護法の被保護者②成年後見人等の報酬の支払が困難であると市長が認めた者。

京都

①生活保護法の被保護者②成年後見人等の報酬を支払うことで被保護者となる③助成を受けなければ
利用が困難。

京都

現に生活保護法による被保護者である者。

兵庫

添付要綱参照
「第2条 助成の対象者は，老人福祉法（昭和38年法律第133条）第32条，知的障害者福祉法（昭和35年
法律第37号）第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第51条の
11の2の規定に基づき，市長が審判請求を行う者のうち，次のいずれかに該当するものとする。
（1）生活保護を受けている者
（2）その他当該審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者」

兵庫

・補助を受けなければ制度の利用が困難な状況にある者
・被生活保護者
・報酬を負担することで要保護者となる者
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
兵庫

本市に住所を有する生活保護受給者と規定。

兵庫

本市に住所を有する生活保護受給者。

兵庫

要綱第16条のとおり
「後見人等の業務に対する報酬の助成の対象となる者は，家庭裁判所において後見人等が選任された
認知症高齢者，知的障害者及び精神障害者で，本市に住所を有し，次のいずれかに該当する者とする。
(1) 活用できる資産及び貯蓄等が乏しく，後見人等の業務に対する報酬の助成を受けなければ，成年後
見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法に定める被保護者である者
(3) 後見人等の報酬を負担することで，生活保護法に定める要保護者となる者」

兵庫

別紙のとおり。（■申立費用補助金→要綱第3条（2)次条の規定による費用を負担するとすれば、生活保
護法の規定による保護を必要とする状態となる者（3）前2号に準ずる者として市長が認める者■報酬補助
金→要綱第5条（2）報酬補助金の交付を受けたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない
状態となる者(3)前2号に準ずる者として市長が認める者

兵庫

別紙要綱第5条第1項の規定を参照
「(1)現に生活保護法による被保護者である者(2)後見人等の報酬の費用を負担することで、生活保護法
に定める要保護者となる者(3)その他助成を必要とする特別の理由があると市長が認める者」

兵庫

第2条 この要綱による助成の対象者（以下「対象者」という。）は、市長が後見等の開始の審判の申立て
を行い、家庭裁判所により対象者と親族関係にない第三者が後見人等として選任された者で、次の各号
のいずれかに該当するものとする。（１）生活保護受給者（２）活用できる資産、貯蓄等が乏しく、後見人等
の報酬の全額又は一部の助成を受けなければ後見等の利用が困難な者（３）その他市長が必要と認める
者

兵庫

第2条 この要綱による助成の対象者（以下「対象者」という。）は、市長が後見等の開始の審判の申立て
を行い、家庭裁判所により対象者と親族関係にない第三者が後見人等として選任された者で、次の各号
のいずれかに該当するものとする。（１）生活保護受給者（２）活用できる資産、貯蓄等が乏しく、後見人等
の報酬の全額又は一部の助成を受けなければ後見等の利用が困難な者（３）その他市長が必要と認める
者

兵庫

別紙要綱参照
第9条 後見人等の業務に対する報酬の助成の対象となる者は、家庭裁判所において後見人等が選任さ
れた認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者で、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当す
る者とする。
（1）活用できる資産、貯蓄等が乏しく、後見人等の業務に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見
制度の利用が困難な状況にある者（2）現に生活保護法に定める被保護者である者（3）後見人等の報酬
を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

兵庫

民法に規定する成年後見人、被保佐人又は被補助人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
（1）活用できる資産及び貯蓄等が乏しく・・・（2）現に生活保護法に定める被保護者である者（3）成年後見
人等の報酬を負担することで生活保護法による要保護者となる者
と記している
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。

兵庫

別紙要綱参照
「第3条 この要綱により後見人等の報酬の全部又は一部を助成することができる本人は、次の各号のい
ずれにも該当する者とする。
（１）市長による成年後見制度開始の審判請求を行った者であること。
（２）配偶者又は4親等内の親族以外の者が後見人等として選任されている者であること。
（３）選任されている後見人等が報酬付与の審判を請求したものの、本人が生活保護法（昭和25年法律第
144号）による被保護者その他本人に活用する財産がないため、後見人等の報酬の全部又は一部の助
成を受けなければ、後見人等へ報酬を支払うことが困難となり、成年後見制度の利用が困難になると認
められるものであること。」

兵庫

市長申立てが要件となっている。

兵庫

別添「宝塚市成年後見人、保佐人及び補助人への報酬助成要綱」のとおり
第2条 要綱の規程に基づき、市長が後見等開始の審判の申立を行い、家庭裁判所により後見人等が選
任された者で、次の各号のいずれかに該当する者を助成の対象者（以下「対象者」という。）とする。
（１）生活保護受給者
（２）活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制
度の利用が困難な者
（３）その他、市長が必要と認める者

兵庫

助成の対象は、老人福祉法第32条の規程により、市が後見開始、保佐開始、補助開始の審判の申立て
を行う者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。（１）生活保護受給者（２）資産及び収入の
状況から前号に準知ると市町が認めた者。

兵庫

生活保護を受けている者。

兵庫

生活保護を受けている者。

兵庫

（1）住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にある者
(2)生活保護法による保護を受けている者
（3）前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者

兵庫

（1）住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にある者
(2)生活保護法による保護を受けている者
（3）前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者

奈良

生活保護法による被保護者。

奈良

（１）生活保護法（昭和２５年法律１４４条）による被保護者。

奈良

現に生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護者である者。

奈良

（費用の助成）生活保護受給者。

奈良

②運用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等の報酬の全部または一部の助成を受けなければ成年
後見人制度の利用が困難なもの③その他町長が必要と認めるもの。

奈良

（２）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護者である者。

100/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
奈良

（２）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護者である者。

奈良

（１）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者
（２）その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者

奈良

生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す
る法律による支援給付を受けている者。

奈良

成年後見人等に対する報酬等の市の助成第８条（２）被保護者であるとき。

奈良

助成の対象者は、市内に住所を有し、住民基本台帳（外国人登録原票を含む。）に記載されている者で
あって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、特に市長が必要と認める者については、この
限りではない。（１）生活保護を受けている者（２）その他当該開始審判申立に要する費用等を負担するこ
とが困難であると市長が認める者

和歌山

「生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づく生活保護受給者」ただし市長が審判請求を行った
場合。

和歌山

別紙のとおり。

和歌山

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

和歌山

生活保護法の規定により保護を受けているもの。

和歌山

民法上規定する成年被後見人，被保佐人又は被補助人でかつ本市に居住し，
住民基本台帳に登録されている者のうち次のいずれかに該当するもの。
（２）生活保護法に定める被保護者である場合

和歌山

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づく生活保護受給者。

和歌山

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に基づく生活保護受給者。

和歌山

生活保護受給者。
収入，預貯金，活用できる資産等がなく，報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利
用が困難であると町長が認める者。

和歌山

対象者 第２条 助成の対象者は，老人福祉法（昭和38年法律第133号）第32条，知的障害者福祉法（昭
和35年法律第37号）第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第
51条の11の2の規定に基づき，町長が成年後見制度審判の申立てを行う者のうち，次の各号のいずれか
に該当する者（以下「対象者」という。）とする。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けている者
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。

広島

（成年後見人等の報酬の助成）
第8条 町長は、第5条に規定する審判請求に係る要支援者が、後見、保佐又は補助開始の審判を受け、
かつ、次のいずれかに該当するときは、成年後見人等への報酬について助成することができる。
（1）生活保護法（昭和25年第144号）第6条第1項に規定する被保護者である場合。
（2）収入及び資産等の状況から前号に掲げる者と同等の状態であると認められる者。
2.前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成の対象者
としない。

広島

（1）生活保護法による生活保護を受けている者。
（2）前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者。

広島

（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）に定める被保護者であるもの。

広島

生活保護法（昭和25年法律第144号）による生活保護を受けている者。

広島

助成の対象として、（1）生活保護受給者及びこてに準じる者。

山口

現に生活保護法による被保護者である者。

山口

（1）生活保護受給者。
（2）資産、収入等の状況から前号に準じると認められる者。

山口

生活保護法による保護を受けている者。

山口

生活保護法による保護を受給している者。

山口

（1）生活保護受給者。
（2）資産・報酬等の状況から、第1号に準じると認められるもの。

山口

○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱第13条（別紙）

山口

生活保護法による保護を受けているとき。

山口

(1)生活保護法による保護を受けているとき。
(2)被後見人等が収入及び資産の中から報酬を支払うことで当該被後見人等が生計を維持することが困
難になると認められるとき。

山口

第7条（1）生活保護法による保護を受けているとき。

岡山県

報酬の助成が必要であることを的確に判断するため。

岡山県

公平性を確保するため。

岡山県

(１)生活保護を受けている者

岡山県

要支援者が生活保護法に基づく被保護者。

岡山県

(１)生活保護者(２)資産・収入等の状況から、第１号に準ずると認められる者
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
岡山県

特になし。

岡山県

生活保護を受けている者、活用できる資産や貯蓄等がないために、この告示による助成金の交付を受け
なければ、成年後見制度の利用が困難な者又は市長が認める者。

岡山県

生活保護法の規定による生活保護を受けている者。

岡山県

生活保護を受けている者、及びこれに準ずる者。

岡山県

要支援者が生活保護法に基づく被保護者。

香川県

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による被保護者。

香川県

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による被保護者。

香川県

（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による被保護者。
（2）資産及び収入等の状況から前号に準じると認められる者。

香川県

生活保護法に基づく被保護者である場合。

香川県

生活保護法に基づく被保護者である場合。

香川県

（1）生活保護法による保護を受けている者。
（2）当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困
難な状況にあると市町が認めた者。

香川県

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

香川県

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

香川県

生活保護法による被保護者である者。

香川県

第2条（1）生活保護法第6条第1項に規定する被保護者。
第5条ただし書き。ただし審判が下された後に生活保護法第6条第1項に規定する被保護者となったことに
より、成年後見人等の報酬の全部又は一部を支払えなくなった者は書類を添えて町長に提出。

香川県

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

香川県

その他生活困難要件明記。

香川県

第7条 町長は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた対象者（以下「成年後見人等」とい
う。）が次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定めるところにより、成年後見人等に対する報酬
付与の審判で決定された成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を助成することができる。
（1）生活保護法の規定による被保護者及びこれに準ずる者。
（2）収入、預貯金及び換金可能な資産の中から家庭裁判所が決定した法人後見人等に対する報酬金額
を支払うことにより、生計を維持することが困難になると認められる者。

香川県

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
徳島

被保護者の場合は求償しない。

徳島

ない。

えひめ

市長は審判の請求を行った要支援者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該要支援者が負担
する成年後見人等への報酬の全部又は一部を助成することができる。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく被保護者。
（2）資産、収入等の状況から前号に掲げる者に準じると市町が認める者。

えひめ

（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者。

えひめ

市長は、対象者が生活保護法による被保護世帯又は前年度分の所得税の非課税世帯に属する場合で、
成年後見人等に対する報酬及び費用を支払うことが困難であると認めたときは、別に定めるところによ
り、当該対象者に対し、助成金を交付することができる。

えひめ

生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく被保護者。

えひめ

町長は、次の各号に掲げる者が負担する審判請求費用及び後見人、保佐人又は補助人への報酬を助成
することができる。
（1）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

えひめ

（報酬の助成）
第11条 市長は、第3条に定める審判請求につき、次に掲げる者が負担する成年後見人等への報酬の一
部を予算の範囲内において助成することができる。ただし、4親等以内の成年後見人等に対しては助成し
ない。
（1）生活保護法に基づく被保護者。

えひめ

別添○○市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱（平成22年6月22日 告示第121号）第3条参照。

えひめ

生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯（受給世帯を含む）に属する者又は成年後見人
等に対する報酬を支払うことが困難であると認めた時。

えひめ

質問（5）の抜粋を参照。

えひめ

生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯（単身世帯含む）に属する者。

えひめ

現に生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者である者。

えひめ

現に生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者である者。

福岡

現に、生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者である者。

福岡

現に、生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者である者。

福岡

（1）生活保護受給者。
（2）資産及び収入の状況から前号に準じると認められる者。

福岡

生活保護受給者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
福岡

生活保護者。資産・収入等の状況から生活保護者に準ずると認められる者。

福岡

（1）報酬等扶助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
（2）現に被保護者である者。
（3）成年後見人等の報酬を負担することで要保護者となる者。

福岡

生活保護受給者。

福岡

生活保護者。

福岡

別紙のとおり。

福岡

生活保護受給者。

福岡

市長は第3条第2項の規定により、本市が審判請求を行った要支援者のうち、次の各号のいずれかに該
当する者に対し、後見人報酬を助成するものとする。
（1）生活保護を受給している者。
（2）後見人等の報酬を負担することで、生活保護の受給対象者となる者。
（3）その他後見人等の報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

福岡

現に生活保護法に定める被保護者である者。

福岡

市長は、第3条第2項の規定により本市が審判請求を行った要支援者のうち、次の各号のいずれかに該
当する者に対し、後見人報酬を助成するものとする。
（1）生活保護を受給している者。

福岡

現に生活保護法による被保護者である者。

福岡

（1）生活保護法による被保護者。
（2）後見人の報酬の費用を負担することで要保護者となる者。

福岡

生活保護を受けている者及びそれに準ずる者。

福岡

生活保護受給者。

福岡

別添要綱参照。（○○市成年後見制度利用支援事業補助金交付要綱）

福岡

生活保護法による被保護者。

福岡

（助成措置）
第6条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人、保佐人又は補助人（以
下「成年後見人等」という。）に対する報酬付与の審判において家庭裁判所が決定した報酬額について助
成することができる。この場合において、助成の限度額は、対象者が在宅にあっては月額28,000円、施設
入所にあっては月額18,000円とする。
（1）生活保護受給者。
（2）資産及び収入の状況から前号に準じると認められる者。

福岡

生活保護受給者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
福岡

生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者。

福岡

生活保護受給者。

福岡

市は、次の各号に掲げるものが、負担する成年後見人、保佐人及び補助人への報酬を助成することがで
きる。
（1）生活保護受給者。
（2）資産、収入等の状況から第1号に準じると認められる者。

福岡

助成の対象者は（中略）市長が審判の請求を行う者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
（1）生活保護を受けている者。
（2）その他当該審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者。

福岡

現に生活保護法による被保護者である者。本人が負担することで生活保護法に定める要保護者となる
者。

福岡

市は、次の各号に掲げるものが負担する成年後見人及び補助人への報酬を助成することができる。
（1）生活保護受給者。
（2）資産、収入等の状況から第一号に準じると認められる者。

長崎

市長は審判請求より選任された成年後見人等が家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所が
報酬の付与及びその額を決定した場合において、本人に対して報酬の支払に要する費用の全部又は一
部を助成することができる。

長崎

現に生活保護法に定める被保護者である者。

長崎

現に生活保護法に定める被保護者である者。

長崎

市長申立てを行う対象者に限る。

長崎

別紙 ○○市成年後見制度申立事業実施要綱第9条のとおり。

大分

現に生活保護法に定める被保護者である者。

大分

生活保護受給者であるとき。

大分

生活保護受給者であるとき。

大分

後見人等の報酬を対象者の属する世帯の収入及び資産状況から控除したとき、生活保護受給基準額を
下回ることが予想される者。

大分

定めがない。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
熊本

生活保護法第6条第1項の被保護者であるもの。

熊本

当該認知症高齢者等の収入等の状況が、次のいずれかに該当する場合
ア.生活保護法による被保護者。
イ.後見人等に報酬を支払う事で生活保護法の被保護者となる場合。

熊本

<助成の対象者>
（ア）生活保護法による被保護者。
（イ）成年後見等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる場合。

熊本

生活保護法による被保護者。成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護の被保護者となる場合。

熊本

現に生活保護法による被保険者である者。

熊本

生活保護法による被保護者及びこれに準ずる者。

熊本

・生活保護法による被保護者。
・成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる者。
・その他特に町長が必要と認める者。

熊本

2.後見人に報酬を払うことにより被保護者になる場合。
3.後見人報酬を支援しなければ、後見制度の利用が困難になる場合。

熊本

生活保護法による被保護者。成年後見人に報酬を支払うことで生活保護の被保護者となる場合。

熊本

別添資料のとおり（第12条）（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）
第12条 支援の対象となる者は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた対象者（以下「成年
後見人等」という。）であって、次に掲げる事項のすべてに該当するものとする。
（1）介護保険サービス又は障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の認
知症の高齢者、知的障害者又は精神障害者であること。
（2）次のいずれかに該当する者であること。
ア 生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者。
イ 成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となる者。

熊本

生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者。

熊本

（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けている者及びこれに準ずる者。（別紙要綱参
照）（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

熊本

当該認知症高齢者等の収入等の状況が次のいずれかに該当する者。
ア.生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者。
イ.成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる場合。

熊本

別添のとおり。

熊本

別添のとおり。（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

熊本

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
宮崎県

本人及び本人の属する世帯の構成員の年間収入合計額が生活保護基準に基づき算定した当該世帯の
年間の需要額及びその他必要と認められる経費の合計額（年額）以下の世帯に属していること。

宮崎県

市長は次の各号いずれかに該当する者「対象者」について家庭裁判所により成年後見人等が選任された
場合は当該対象者に対して、後見開始等の後に必要となる成年後見人等に対する報酬等について助成
するものとする。
（1）生活保護受給者。

宮崎県

市長は、家庭裁判所が定めた本人の後見報酬に対する負担について、本人及び本人の属する世帯の構
成員に負担能力がない場合においては当該金額を支弁できるものとする。ただし、本人及び本人の属す
る世帯の構成員が次の各号に掲げる要件をすべて満たしている場合に限る。
①住民税課税者の被扶養者でなく、かつ生計が別であること。
②本人及び本人の属する世帯の構成員の年間収入合計額が、生活保護基準に基づき算定した当該世
帯の年間の需要額（1人世帯の場合は80万円以下とし、世帯構成員が1人増えるごとに40万円を加えた
額とする。）及びその他必要と認められる経費の合計額（年額）以下であること。
③本人及び本人の属する世帯の構成員の預貯金及び有価証券の合計額が150万円以下であること。
④本人及び本人の属する世帯の構成員の保有する土地・建物等の資産において処分可能財産を保有し
ていないこと。ただし、居住用財産は除く。

宮崎県

市長は、家庭裁判所により成年後見人等が選任された要支援者で、次の各号のいずれかに該当する報
酬等について助成するものとする。
（1）生活保護受給者。

宮崎県

生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けている者。

宮崎県

生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けている者。

宮崎県

（5）の②と同じ。
（活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等に対する報酬等を負担することにより要保護者状態とな
る者。）

鹿児島

○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱 （後見人等に対する報酬の助成の支援） 第６条 市長
は、審判の請求により後見人等の選任を受けた認知症高齢者等（以下「被後見人等」という。）が次の各
号のいずれかに該当するときは、後見人等に対する報酬に係る助成金（以下「助成金」という）を交付する
ことができる。 （１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護者 （２）資産、収入等の状況か
ら、前号に準じると認められる者

鹿児島

成年被後見人等の生活保護基準額に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬全額を加えた
場合において、その合計金額が成年被後見人等の収入を超えるとき。助成基準月額20,000円。

鹿児島

第6条 市長は次に掲げる者が負担する成年後見人・保佐人又は補助人への報酬を助成することができ
る。（１）生活保護受給者 （２）資産・収入等の状況から、前号に準じると認められる者
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その場合の要綱での要件の規程は、どのように定めていますか。
鹿児島

生活保護法による保護を受けている者及びこれに準ずる者。

鹿児島

生活保護法による保護を受けている者及びこれに準ずる者。

鹿児島

生活保護法による保護を受けている者及びこれに準ずる者。

鹿児島

（助成の対象）助成の対象者は、老人福祉法第32条の規定に基づき、市長が後見人等開始の審判の請
求を行い、家庭裁判所により後見人等が選任された者で、次の各号のいずれに該当する者とする。①生
活保護受給者

鹿児島

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

鹿児島

市長が成年後見等開始審判申立を行う者のうち、生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

鹿児島

第3条 助成の対象者は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人及び成年後見に係る審判の申立てを
行う者が、次のいずれかに該当する者とする。（１）生活保護を受けている者 （２）中国残留邦人等の円
滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 （３）その
他申し立てに要する費用又は成年後見人等に対する報酬を負担することが困難であると市長が認める者

鹿児島

生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者。

鹿児島

生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者。

沖縄

生活保護を受けている者及びこれに準じる者。

沖縄

規程第3条（助成金の交付）を参照。
第3条 被後見人等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該被後見人等に助成金を交付するこ
とができる。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する被保護者。
（2）民法第862条に規定する報酬を被後見人等の資産から控除した場合において、生活保護法による保
護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）に基づき算定した最低生活費を下回る者。
（3）前2号に掲げる者に準ずる程度に困窮している者で市長が認めるもの。

沖縄

「これに準ずる者」とは■■に「活用できる資産・貯蓄等がなく、成年後見人、保佐人又は補助人の報酬の
全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者」として規定あり。又、「その他村
長が認める者」として規定もある。

沖縄

生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条の規定による被保護者。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
②要件としていない。
旭川

被保護者以外に必要であると判断し、定めた。

旭川

被保護者以外にも報酬助成が必要な場面があるため。

釧路

生活保護法上の被保護者に準じる場合も対象としている。

釧路

保護の基準額を少し上回る収入があるが、後見等報酬に要する経費を差し引くと保護の基準額を下回
るような場合など、被保護者ではないが経済的負担軽減を要する者を報酬助成の対象に含めるため。

山形

生活保護を受けていない、生活保護基準と同等または同等以下の対象者を救済するため。

東京

助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難である低所得者の目安として助成対象者の一つとし
て規定しているが、必ずしも生活保護受給者でなくても可。

東京

生活保護ケースワーカーが後見に準じた業務を行っているため。

東京

生活保護の受給者でなくても、費用負担が困難であること。生活困窮者であることが確認できれば助成
の対象者となる。

東京

生活保護も要件の一つであるが、そうでない場合も認められる。

東京

要保護者も対象としている。

東京

被保護者以上でも経済的理由で成年後見制度を利用できない方がいると想定したから。

東京

被保護者以上でも経済的理由で成年後見制度を利用できない方がいると想定したから。

東京

本市では、生活保護法上の被保護者であることを要件とせず、市長申立を行った被後見人の収入や資
産状況等を勘案して、後見人報酬を支払うことが困難であると市長が認める者に対して報酬助成を行う
ため。

東京

生活保護法上の被保護者に限らず、対象は負担の困難な者としている。

東京

被保護者は対象外のため。

神奈川県 要件上の文言はあるが、それ以外の者についても認めている。
神奈川県 別紙1参照。
神奈川県 資力の乏しい方を対象としている。
神奈川県 被保護受給者に限らず、低所得者等の成年後見制度利用による権利擁護のため。
神奈川県 生活保護を受給していなくても、報酬を支払うことのできない人がいると考えられるため。
神奈川県 生活保護を受給していなくても、報酬を支払うことのできない人がいると考えられるため。
神奈川県 収入・財産基準にあえば保護受給有無は要件ではないため。
神奈川県 収入・財産基準にあえば保護受給有無は要件ではないため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
②要件としていない。
神奈川県 支払い困難と認める者としているため。
神奈川県 支払い困難と認める者としているため。
千葉県

被保護者に準ずる人等の成年後見制度による権利擁護のため、被保護者であることに限定していな
い。

千葉県

被保護者に限らず、経済的困窮者を対象とするため。

千葉県

障害者の権利擁護のため。

千葉県

ボーダーライン世帯など、必要に応じた対応をするため。

千葉県

生活保護受給者を報酬助成の対象者として規定しているが、それ以外の報酬助成が必要な者について
も対象としている。

千葉県

費用負担により被後見人等の生計維持が困難になる場合等を要件としている。

千葉県

要件とするべきではないため。

千葉県

（5）②へ記載。
(生活保護受給者以外も対象とする要綱で運用している為。)

千葉県

要綱で要件としていないため。

千葉県

生活保護受給者以外でも、後見人に対し報酬を支払う事で生計維持が困難になるケースも想定される
から。

千葉県

生活保護受給者以外にも報酬の支弁が困難と認めるケースが考えられるため。

とちぎ

被保護者ではないが、活用できる資産等が無いため、報酬等の支払が困難な方にも対応するため。

とちぎ

上記のとおり要件を規定している。（生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）によ
り算出した成年被後見人等の生活保護基準額（各種加算を含む）に家庭裁判所が決定した成年後見人
等に対する報酬金額を加えた場合において、その合計金額が成年被後見人等の収入を超えるとき）

とちぎ

受給者以外の困窮者等に対応するため。

群馬

要綱第8条のとおり（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

群馬

生活保護受給者以外の経済的に困難な者の助成をするため。

群馬

ただし、本人が市民税非課税世帯に属する者であり、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難
と認められる者。

群馬

要綱の内容からして生活保護であるかどうかを定める必要がない。

群馬

生活保護上の被保護者を限定せずに、所得状況等を勘案し、後見人への報酬費用の負担が困難であ
ると認められた方に助成。

群馬

生保に準じる世帯も可としている。

群馬

報酬費用負担が困難であると認められる場合に助成すると定めている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
②要件としていない。

静岡

市長が審判請求を行った場合において、本人が次の各号のいずれかに該当する後見人等の報酬に係
る費用も助成するものとする。
（1）生活保護法の規定に基づく生活保護受給者。

静岡

質問1①の回答と同じです。
(上記の質問1（自由記載）で記入したとおり、市の財政負担を考えた場合、ある程度、制限をしたものと
せざるを得ないと考える。「誰でも」ということとなれば、無尽蔵となり、歯止めが利かなくなると考えてい
る。)

静岡

被保護者に成り得ない困窮者が存在するため。

山梨

当初よりしていない。

山梨

要保護性と報酬助成の関係性は関係しないため。

新潟県

1の事業 受給者であることを要件としていないが、保護■■以下の額となる世帯に属する人を要件とし
ている。
2の事業 介護保険の被保険者で要介護（又は要支援）認定を受けている方が対象。

新潟県

要綱第3条。

新潟県

助成を受けなければ要保護者となる、又は利用困難であると市長が認めた者について助成対象と規定
している為（要綱第5条）。

新潟県

要綱参照（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

新潟県

広く利用していただくため。

愛知

生活保護法に規定する被保護者及びそれに準ずる低所得者で、助成を受けなければ成年後見制度の
利用が困難と認められるもの。当該申立て費用及び後見人等の開始後の報酬を対象者の属する世帯
の収入及び資産から控除したとき、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る
者。

愛知

生活保護法に規定する被保護者及びそれに準ずる低所得者で、助成を受けなければ成年後見制度の
利用が困難と認められているもの。当該申立て費用及び後見人等の開始後報酬を対象者の属する世
帯の収入及び資産から控除したとき、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回
るもの。

愛知

被保護者に限ってはいない。

愛知

生活保護受給者及びこれに準ずる低所得者で助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難である
と認められる者。

愛知

事情によりその他の場合でも必要があるため。

愛知

「後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長
が認めた者を含む」と規定しているため。

愛知

報酬の支払いにより、保護要する状態となる者についても、同様に支援が必要と考えられるため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
②要件としていない。
愛知

生活保護による被保護者以外の者でも、それに準ずる低所得での生活をしている対象者もいるため。

三重

後見人等の支援により生活保護廃止となった場合、対象外になることは制度の主旨から外れると考える
ため。

三重

後見人等の支援・努力により生活保護が廃止となった場合に対象外となるような事態は本人の自立を
阻害し、本制度の主旨ではないと考えている。

三重

問1と同じ。
（認知症高齢者等の生活の支援及び福祉の増進に資する為。）

岐阜県

対象者の所得要件として、生活保護基準額の1.7倍以下としている。

岐阜県

審査会で決定することとしているため。

石川県

それ以外でも必要な人がいると考える。

石川県

生活保護ではないが、助成がなければ報酬の支払いが困難な場合においても、助成が受けられるよう
にしている。（実例はない）

富山県

制度利用を促進するため。

大阪

負担できない者と定めている。

大阪

生活保護受給者だけでなく、より多くの方が成年後見制度を利用できる環境を整えるため。

大阪

被保護者に準じる者も対象としている。

大阪

生活保護法上の被保護者に準ずる方も助成の対象とするため。

大阪

生活保護法上の被保護者に準ずる方も助成の対象としているため。

大阪

被保護者以外の者においても、報酬扶助を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な場合があ
ると考えられるため。

大阪

被保護者もしくは要保護者としている。

大阪

被保護者以外の低所得の方についても報酬助成が必要な方がおられることを想定している。

大阪

報酬費を支出することにより生活保護世帯となる者もいるため。

京都

助成の対象者の拡大を図るため。

京都

生活保護被保護者を含む。

京都

生活保護は自らの申請によるものでありそれを拒否する場合に、申立行為そのものを拒否することを防
ぐため。

京都

要件のひとつではあるが、それに限るものではない。

兵庫

後見活動を行なう上で、実情として生活保護受給が困難なケースもありうると考えられるため。

兵庫

経済的に困窮していれば受けられる。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
②要件としていない。
兵庫

要件として、①補助を受けないと制度利用が困難②現に生活保護法に定める被保護者③報酬等を負担
することで②の被保護者となるのいずれかと定めている。

兵庫

財産の有無とは無関係。

兵庫

市長申立てを行った者のうち、民法に規程する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ、市内
に住居し、住民基本台帳に登録されている者とすると要綱に定めている。

奈良

生活保護法上の被保護者と限定せず、申立ての対象者が報酬費用の助成を受けなければ制度の利用
が困難であると認めるときとしている。

奈良

生活保護を受給していなくても、後見人等への報酬を支払えない人もいるため。

和歌山

申立てに要する費用の補助を受けなければ成年後見等の制度の利用が困難な状況にある者としてい
る。

和歌山

経済的な理由で制度利用が困難な方への支援のため。

和歌山

予定。

和歌山

生活保護であることが絶対条件ではない。規定については次の質問の回答で記入。

和歌山

申立てに要する費用の補助を受けなければ成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者として
いる。

和歌山

予定。

広島

成年後見制度の利用支援を図るため。

広島

要件としていないが、生活保護受給者に準じて費用負担が困難な者としている。

広島

要綱の規定による。

広島

認知症、知的・精神障害者や、事理を弁識する能力が不十分な方等を対象としており、生活保護世帯の
みでは案件に該当しない。詳細は（5）②で回答の対象者である。

山口

被保護者に準じた状況である場合も助成の対象とするため。

山口

要綱上、被保護者を対象としてはいるが、その他報酬助成を受けなければ制度利用が困難な方も対象
としている。

山口

被保護者であることを要件の1つとしているが、それに限ったものとはしていないため。

岡山県

①生活保護を受けている者②生活保護を受けている者のほか、成年後見人等の報酬を負担することが
困難であると市長が認める者。

岡山県

生活保護者、又はこれに準ずる者としおているため。

香川県

報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難となる方もいるため。

徳島

ただし、今のところ市長申立のみ。

徳島

広く助成支援をするため。

えひめ

生保の被保護者に限定すると、同程度の経済的困窮者であっても、報酬助成が受けられないという矛
盾が生じるため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
②要件としていない。
えひめ

幅広く、本人の資力に応じて対応するため、限定はしてない。

えひめ

生保受給者または前年度分の所得税の非課税世帯に属する者で支払うことが困難な者としている。

福岡

生活保護受給者には限定していない。

福岡

生活保護受給者に準ずると認められる者としている。

福岡

成年後見制度の利用に係る費用を負担することにより、生活保護法に定める要保護者となる者。その
他市長が認める者についても対象者としている。

佐賀

①生活保護受給者②助成を受けなければ後見制度の利用が困難と認められるもの③前２号に掲げるも
ののほか、町長が必要と認めるもの。

熊本

「成年後見人等に自ら報酬を支払うことで、生活保護第6条第2項の要保護者となる者」と要綱上に掲げ
ている。

熊本

被保護者でなくとも、報酬の支払いによって要保護となるおそれのある場合を想定している。

鹿児島

国の指針で、対象者は、障害福祉サービス利用の観点から、成年後見制度の利用に要する費用につい
て補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者となっているため。

鹿児島

生活保護法上の被保護者であることではなく、経済的理由等により本人に支払い負担能力がなく、かつ
親族その他の関係人の援助を期待できないため、報酬を負担することが困難であると市長が認めた者
であることを要件としている。

鹿児島

生活保護法上の被保護者であることではなく、経済的理由等により本人に支払い負担能力がなく、かつ
親族その他の関係人の援助を期待できないため、報酬を負担することが困難であると市長が認めた者
であることを要件としている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
③運用において要件としている
釧路

現に生活保護法による被保護者であるもの。

東京

直接的な明記はしていないが、実務的にも生活保護のケースも対応している。

神奈川県
千葉県

要綱で報酬の助成を受けなければ後見等を受けることが困難な状況にあるものと規定しているため被
保護者はこの要件に該当すると考えられる。
生活保護以外でも報酬を支払う事で生活保護の最低基準を下回ることも考えられるため。

静岡

生活保護法上の被保護者については所管課が変わっているため。

静岡

市町申立の要領に要件としている。

愛知

生活保護法上の被保護者に限らない。

三重

生活保護法上の被保護者及び収入から報酬を差し引いた額が生活保護基準を下る場合は、助成の対
象としている。

三重

明確に決めてはいない。

奈良

ある一定の所得制限をつけないと、対象者が際限なく広がる恐れがある。

広島

生活保護水準を対象としている。

徳島

報酬助成については町長がその全部又は一部について助成することとしているが実施についての必
要な事項は町長が別に定めるとしている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（４）生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としていますか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載してください。
群馬
岐阜県
大阪

検討中。
実績なし。
要綱では、生活保護法による被保護者等いうことを定めているが対策の要件としてはそれだけではな
い。

香川県

成年後見制度の利用は、国民の権利の擁護ということから考えると、生活保護の被保護者であっても、
そうでなくても、当然認められるべきことのように思う。生活保護費の項目の中に報酬費を含めた方がよ
いのではと考える。

えひめ

施設入所中の生活保護受給者で蓄えがある場合は利用支援事業の活用するか、蓄えから報酬費を請
求するのか？

福岡

市長申立に限定することには合理性がない。一方、報酬助成については収入金額や預貯金額等による
線引きが必要であり、生活保護以外の基準をどう見出すのかが非常に難しい。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
①受けることができない。
釧路

要綱なし。

釧路

(4)①の場合は該当。
(但し、申立に要する費用を負担する事により、生活保護法による要保護者も該当。)

山形

生活保護法第8条の基準相当を下回る者。

東京

生活保護の受給者でなくても、費用負担が困難であること。生活困窮者であることが確認できれば助成
の対象者となりえるため。

東京

（別紙2）○○市成年後見人等報酬助成金交付要綱第2条（2）（3）参照。
（2）資産及び収入の状況から前号に準ずると認められる者。
（3）前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者。

神奈川県

要綱上、生活保護法による被保護者及びこれに準ずる者の他、成年後見制度の利用に要する費用を
負担することが困難であると市長が認める者については、助成の対象としている。

千葉県

要綱で規定しているため。

とちぎ

要綱に記載あり。

静岡

（4）－①の理由と要件の規定参照。
(ただし、それが絶対条件ではなく、あくまでも要件の一つであるので問題はないと思われる。)
(（1）生活保護法の規定に基づく生活保護受給者。
（2）資産、貯蓄等がなく、助成を受けなければ制度利用が困難な者。
（3）その他町長が必要と認める者。
（1）～（3）のいずれかに該当する者としている。)

静岡

要綱に規定されているため。

静岡

生活保護に該当しなくても、報酬の支払いにより生活困難となる可能性が高い者の権利擁護のため。

愛知

準ずる者であれば受けられる。

三重

前項と同じ。
（生活困窮者の成年後見利用を支援するため。）

福井県

生活保護の決定基準に基づき算定した収入認定額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働
省が定める基準にもとづき算定した需要額と後見報酬等による経費の合算により算出される額を下回
るとき。

大阪

要綱による。

広島

非課税世帯は助成の対象としている。

広島

生保でなくても報酬等の支払いの困難な者はいるから。

岡山県

報酬負担が困難な事例があるため。

香川県

市町村長申立てに限定しない。実施要綱の内容となっていること、又現行の生活保護法上の被保護者
のみを報酬助成の対象としてもある程度生活困窮者を救済できると考えている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
①受けることができない。
大分

（4）と同じ。
（対象者を保護受給者程度の生活困窮者に限定するため。）

熊本

経済的困窮者を対象者として想定しているから。

熊本

（4）のとおり。
（1.被保護者。）

鹿児島

成年後見人等に対する報酬金額を支払うことにより、当該成年被後見人等が生計を維持することが困
難になると認められるとき。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
函館

資産および収入等の状況から、生活保護受給者に準じると認められる者。

函館

資産および収入等の状況から前号の者（生活保護受給者）に準じると認められる者。

函館

資産や収入等の状況から、生活保護受給者に準じると認められる方に対しても助成対象としているた
め。

函館

（4）に同じ。
(生活保護受給者。資産又は収入等の状況から上記に準ずる者と町長が認める場合。)

函館

函館市の要綱第7条(2)(3)において規程されている。(2)資産および収入の状況から前号の者に準じると
認められる者。(3)その他審判申立て費用を負担することが困難であると市長が認めた場合。

旭川

必要があると判断した。

旭川

経済的困窮者を支援するため。

旭川

その他町長申立に要する費用を負担する事が困難であると町長が認めた者。

旭川

被保護者以外にも報酬助成が必要な場面があるため。

旭川

資産、収入等の状況から、前号（生活保護受給者）に準じると認められる者。

旭川

資産・収入等の状況から準じると認められる者。

旭川

費用負担が困難と市長が認めた者と定めているため。

釧路

全項目と同様。

釧路

経済的に報酬の支払いが困難であることが考えられるため。

釧路

(4)に同じ。
(生活保護法上の被保護者に準じる場合も対象としている。)

釧路

(4)②と同様。
(保護の基準額を少し上回る収入があるが、後見等報酬に要する経費を差し引くと保護の基準額を下
回るような場合など、被保護者ではないが経済的負担軽減を要する者を報酬助成の対象に含めるた
め。)

釧路

(4)①に同じ。
(生活困窮者に対する助成のため。)

山形

（4）－②と同様。
(生活保護を受けていない、生活保護基準と同等または同等以下の対象者を救済するため。)

山形

費用負担が困難である場合を想定。

山形

生活保護の受けている者以外にも必要があると認められる者には適用する。

山形

要綱の定めによる。

山形

要綱に定められた通り。

秋田

経済的困窮者の支援のため。

秋田

真に助成が必要な方に助成するため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
秋田

成年後見制度の利用増進を図るため。

秋田

経済的生活困窮者の支援のため。

青森

(4)①による。
(要件の一つではあるが限定しているわけではない。)

青森

保護に準ずる者と認められたとき。

青森

生活保護世帯に準ずる者も可。

青森

要綱のとおり。

青森

下記の規程に準じる。（資産、収入等の状況から前号（*被保護者）に準ずると町長が認める者）

青森

資力のない方への利用促進を図るため。

青森

サービス利用の観点から。

青森

現に生活保護法に定める被保護者である者。

青森

①に同じ。（生活保護上の被保護者）

青森

要綱に基づき受けることができる。

東京

生保受給の有無で区切る話ではない。

東京

生活保護を受けている者に準ずる者。

東京

助成目的は費用負担が困難な者でも成年後見制度が利用できるようにするためであり、生活保護受
給者に準ずる低所得者であると確認できれば、必ずしも、生活保護受給を要件にする必要がないた
め。

東京

後見報酬を支出すると、介護や医療費を支払うことが困難な被後見人が存在するため。

東京

第2条 助成の対象者は区民に対し成年後見等開始の審判がなされる場合において次のいずれかに
該当するものをいう。
一.当該成年後見等開始審判の申立に要する費用、成年後見人の報酬等を負担することが困難である
と品川区社会福祉協議会の会長が認める者。
二.その他生活困窮者。

東京

被後見人が債務を有し報酬の支出が困難な場合等もあるため。

東京

生活保護法上の被保護者でなくても債務を有し、報酬の支出が困難な場合もあるため。

東京

要綱第2条第2項を参照願いたい。

東京

（4）－2と同じ理由。
（被保護者以上でも経済的理由で成年後見制度を利用できない方がいると想定したから。）

東京

（4）－2と同じ理由。
（被保護者以上でも経済的理由で成年後見制度を利用できない方がいると想定したから。）
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。

東京

本市では、生活保護法上の被保護者であることを要件とせず、市長申立を行った被後見人の収入や
資産状況等を勘案して、後見人報酬を支払うことが困難であると市長が認める者に対して報酬助成を
行うため。

東京

生活保護法に準ずると認められれば受けられる。

東京

低所得者にも広く利用支援するため。

東京

負担困難な者を対象としている。

東京

別紙のとおり。

東京

生活保護のケースの可否は、要綱内で積極的明記はしていない。

東京

市の報酬事業は障害者を対象に行っており、被保護者については生活保護の保護基準に則って行っ
ている。

東京

同等の生活状況である者は対象とするため。

（4）③の理由と同じ。
神奈川県 (要綱で報酬の助成を受けなければ後見等を受けることが困難な状況にあるものと規定しているため被
保護者はこの要件に該当すると考えられる。)
神奈川県

成年後見制度を利用するために活用できる本人の適当な資産がない者も成年後見制度を利用できる
よう報酬助成の対象者としている。

神奈川県 成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な者を助成するため。
神奈川県 要綱記載。
神奈川県 費用負担が困難なことから利用できないといった事態を防ぐことを目的としているため。
神奈川県 別紙1参照。
神奈川県 被保護受給者に限らず、低所得者等の成年後見制度利用による権利擁護のため。
神奈川県 収入・資産の要件があてはまれば可能。
神奈川県 収入・資産の要件があてはまれば可能。
神奈川県 資産・収入等の状況から生活保護に準ずる者。
神奈川県 成年後見制度の利用に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者。
神奈川県 報酬支払いが困難と認められた者が対象であるため。
神奈川県 報酬支払いが困難と認められた者が対象であるため。
神奈川県 報酬支払能力がない人でも制度利用を可能とするため。
神奈川県 ケース状況に応じて対応。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
神奈川県 報酬を負担することが困難な者に対し助成を行っている。
千葉県

被保護者に準ずる人等の成年後見制度による権利擁護のため、被保護者であることに限定していな
い。

千葉県

(4)①のとおり。(改正予定。)

千葉県

生活保護を受給していなくても、経済的に困窮している場合が想定されるため。

千葉県

生活保護を受給していなくても、経済的に困窮している場合が想定されるため。

千葉県

生活保護を受給していなくても、経済的に困窮している場合が想定されるため。

千葉県

要綱による定めがあるため。

千葉県

被保護者以外にも報酬の支払が困難な方がいるため。

千葉県

少しでも多くの市民が制度を利用できるようにするため。

千葉県

生活保護受給者でなくても、経済的に、報酬費負担が困難な方がいるため。

千葉県

生活保護法上の被保護者に近い状況の方（生活保護を受けていない方）にも、支援が必要なため。

千葉県

報酬を支払うことにより生計を維持することが困難になると認められるため。

千葉県

障害者の権利擁護のため。

千葉県

低所得者の制度利用を円滑に進めるため。

千葉県

低所得者の制度利用を円滑に進めるため。

千葉県

生活の困窮者が成年後見制度を利用することが出来るため。

千葉県

生活の困窮者が成年後見制度を利用することが出来るため。

千葉県

（4）の問に同上
（生活保護受給者を報酬助成の対象者として規定しているが、それ以外の報酬助成が必要な者につい
ても対象としている。）

千葉県

親族からの支援が得られず、収入が少ない方に対しては、助成をしないと成年後見制の利用が困難で
あるため。

千葉県

助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払が困難な状況にあると認められる者。

千葉県

助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払が困難な状況にあると認められる者。

千葉県

別紙参照。要綱第11条第1項第2号及び第3号。

千葉県

別紙参照。要綱第11条第1項第2号及び第3号。

千葉県

（4）②のとおり。
（費用負担により被後見人等の生計維持が困難になる場合等を要件としている。）
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
千葉県

生活保護法上の被保護者でなくても成年後見人等の報酬の支払が困難な者はいると考えられるから。

千葉県

成年後見人等の経済的負担の軽減を図るため。

千葉県

（4）に同じ。
(生活保護基準額に基づき算出した額に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を加
えた場合において、その合計金額が成年被後見人等の収入金額を超えるとき。)

千葉県

第7条（1）成年後見人等の報酬の助成を受けなければ、制度の利用が困難な状況にある者。
（2）成年後見人等の報酬等を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者。

千葉県

助成を受けなければ、成年後見制度の利用が出来なくなるため。助成を受けなければ生活保護となっ
てしまうため。

千葉県

助成を受けることで、生活保護者になることを防ぐため。

千葉県

経済的に困窮した方に対しても、利用支援出来るように。

千葉県

市長申し立てが必要にも関わらず経済的なことを理由に制度が利用できない者がいないように。

千葉県

生活保護受給者以外も対象とする要綱で運用しているため。

千葉県

報酬を支払うことにより、生計を維持することが困難になると認められる者。

千葉県

別紙第7条第2項（○○市成年後見制度利用支援事業実施規則）

千葉県

別紙第7条第2項（○○市成年後見制度利用支援事業実施規則）

千葉県

問（4）②と同じ理由による。
(生活保護受給者以外でも、後見人に対し報酬を支払う事で生計維持が困難になるケースも想定され
るから。)

千葉県

（4）②と同じ。
(生活保護受給者以外にも報酬の支弁が困難と認めるケースが考えられるため。)

とちぎ

報酬等を支払う事が困難な人を救済するため。

とちぎ

（4）の②による。
(被保護者ではないが、活用できる資産等が無いため、報酬等の支払が困難な方にも対応するため。)

とちぎ

要綱で定められているため。

とちぎ

（4）の要件に該当すれば可能であるため。
(年被後見人等の生活保護基準額（各種加算を含む）に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する
報酬金額を加えた場合において、その合計金額が成年被後見人等の収入を超えるとき。)

とちぎ

下記規程参照。
（・活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難
な者。
・その他市長が認める者。）

とちぎ

成年後見制度の利用が困難なものは、被保護者のみと限定できないため。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
とちぎ

問1①、問2（1）③と同じ。
(経済的理由により、成年後見制度の利用が困難である方を救うため。)

とちぎ

認知症高齢者等の福祉を図るため。

とちぎ

被保護者と同程度の経済状況の者も支援が受けられるようにするため。

とちぎ

第5条参照（2） 活用できる資産、貯蓄がなく成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなけ
れば成年後見制度の利用が困難な者。

とちぎ

低所得者対策として実施しているため

群馬

要綱第8条のとおり（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

群馬

生活保護受給者以外の経済的に困難な者の助成をするため。

群馬

下記の通り、実施要綱で定めている（第8条） 第8条 市長は、第4条の規定に基づく審判請求により
成年後見人、保佐人又は補助人が選任された場合であり、かつ、本人の所得状況等を勘案し助成を
受けなければ法定後見人への報酬費用の負担が困難であると認められる場合、当該法定後見人に対
し、その報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。ただし、法定後見人への報酬費用の助成
金は家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内とし、別表の額を上限とする。（別表より在宅：28,000
円、施設：18,000円）

群馬

報酬費を支払うと生活が成り立たなくなる場合。

群馬

予定している。

群馬

H20年10月24日の連絡事務より。

群馬

生活保護者のみが経済的困窮者ではないと考える。

静岡

（4）①のとおり。(成年後見制度の利用が困難であるため。)

静岡

（4）①のとおり。(成年後見制度の利用が困難であるため。)

静岡

報酬助成が必要と判断すれば助成できる。

静岡

当時の資料を参考にしたと思われる。

静岡

当時の参考資料に記載されていたため。

静岡

市町申立の要領に「生活保護法の規定に基づく生活保護の受給者又は市民税の非課税者」とあるた
め。

静岡

市町申立てによるものであればできる。

静岡

実施要綱の規定による。

静岡

別途要綱による。（○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱）

静岡

低所得者のため。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
静岡

低所得者のため。

静岡

年金額が低く、かつ入院・施設入所している人の場合、又、在宅で生活していても、報酬を支払うことで
生活費用や介護費用に事欠く人の場合、その人の権利擁護の観点からどうしても利用が必要になる
ので。

静岡

「○○市後見制度に係る後見人等の報酬助成に関する要綱」第2条のとおり。

静岡

・活用できる資産又は貯蓄がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ、成年後見
制度の利用が困難な者。
・その他市長が必要と認める者。

静岡

困窮者の制度利用を可能にするため。

静岡

市町申立てを行った場合に限る。

静岡

次のいずれにも該当するもの。
（1）市内に住所又は居所を有する者。
（2）介護保険サービス又は、障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする認知症高齢者又は知
的障害者若しくは精神障害者。
（3）助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者。

静岡

質問1①の回答と同じ。
(上記の質問1（自由記載）で記入したとおり、市の財政負担を考えた場合、ある程度、制限をしたものと
せざるを得ないと考える。「誰でも」ということとなれば、無尽蔵となり、歯止めが利かなくなると思ってい
る。)

静岡

第1-1と同じ。
(成年後見制度は、判断能力が不十分な方への権利擁護について大きな役割を果たすとともに、成年
後見の支援が利用者の財産管理や福祉サービスの利用などにおいても役立つものと判断できるた
め、成年後見制度の報酬費用の負担が困難で利用ができない状況とならないように、これに該当する
方の本位に立ち、要綱を定めていると考える。)

静岡

生活保護を受けていない生活困窮者が制度を利用できるようにするため。

静岡

報酬の負担が困難な方のため。

静岡

生活保護者に限らず報酬の支払が困難な利用者が考えられるため。

山梨

（2）報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用困難な者。
（3）市長が認める者。

山梨

費用負担が困難な者を対象とした。

新潟県

・成年後見人等への報酬の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難
な状況にある者。
・資産、収入等の状況から、生活保護法上の被保護者に準じると認められる者。

新潟県

1，2ともにH23は報酬も対象であるが、H24からは1のみが報酬を対象としている。

新潟県

要綱第3条。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
新潟県

収入、資産等の状況が、助成金の交付を受けなければ成年後見人等に対する報酬の支払が困難な程
度であっても、本人の不利益を防ぐため。

新潟県

利用支援事業の助成を受けなければ要保護状態となってしまう方がいるため。

新潟県

要綱参照（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

新潟県

広く利用していただくため。

新潟県

第1の1①に同じ。
(生活保護法による被保護者、又は資産・収入等の状況がそれに準ずると認められる認知症高齢者等
を支援するため。)

愛知

（1）①に同じ。（成年後見人等からの報酬請求に対し、必要となる費用を負担することが困難である方
に代わって市が費用を助成し、被後見人等の福祉の向上を図るため。）

愛知

（1）①に同じ。（成年後見人等からの報酬請求に対し、必要となる費用を負担することが困難である方
に代わって市が費用を助成し、被後見人等の福祉の向上を図るため。）

愛知

被保護者を含め、低所得者を要件としている。

愛知

低所得者を要件としている。

愛知

成年後見人等の報酬の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状
況にある者。

愛知

費用負担が困難であると判断しているため。下記の通り要綱に定めている。

愛知

同上。
（（1）生活保護受給者。
（2）資産、収入等の状況から（1）に準じると認められる者。）

愛知

要綱に定めている。

愛知

その他、成年後見制度利用に係る費用を負担することが困難であると市長が認める者。

愛知

別紙第7条（2）のとおり。
（（助成の支給対象者）
第7条 第2条第2号に規定する助成金（以下「助成金」という。）の支給の対象者は、市長が行った審判
の請求に基づき後見人等を選任された者（以下「被後見人」という。）であって、次の各号のいずれかに
該当するものとする。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する
要保護者。
（2）前号に掲げる者に準ずる者であって、助成金を支給されなければ成年後見制度を利用することが
困難であると市長が認めた者。）

愛知

上記と同じ。
（「後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市
長が認めた者を含む」と規定しているため。）

愛知

報酬費用を負担することで生活保護による要保護者になるケースも考えられるため。

愛知

同上。
（報酬の支払いにより、保護要する状態となる者についても、同様に支援が必要と考えられるため。）

127/303
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
愛知

要綱で定めているため。

三重

報酬費を支払うことで、要保護者となる恐れがあるなど報酬費が生活等を圧迫する恐れがあるため。

三重

・対象者が負担することで生活保護法に定める要保護者となる者。
・助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認めた者。

三重

2（4）の理由と同じ。
（後見人等の支援により生活保護廃止となった場合、対象外になることは制度の主旨から外れると考
えるため。）

三重

2（4）の回答理由と同様の主旨による。
（後見人等の支援・努力により生活保護が廃止となった場合に対象外となるような事態は本人の自立
を阻害し、本制度の主旨ではないと考えています。）

三重

経済的困窮者に対する支援策。

三重

問1と同じ。（認知症高齢者等の生活の支援及び福祉の増進に資するため）

岐阜県

被保護者ではない低所得者のものも報酬助成を受ける必要があると考えている。その場合の要綱で
の要件の規程は、どのように定めているか？

岐阜県

ただし、施設入所者と在宅で全額を区分している。

岐阜県

①生活保護受給者。
②活用できる資産又は貯蓄その他の財産を有せず、成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を
受けなければ成年後見人等の保護が受けられない者。

岐阜県

（1）～（3）のいずれかに該当する者と限定している。（1）報酬等に要する費用の助成を受けなければ、
成年後見制度の利用が困難な状況にあるもの。（2）報酬等に要する費用を自己負担することで、要保
護者となるもの（３）（記載無し）

福井県

収支状況により、助成対象となり得るため。

石川県

町要綱にて、「成年後見人等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある
者」と定めている。

石川県

生活保護受給者でなくとも報酬の負担が困難な方は多数いるため。

石川県

被保護者と同程度の人も助成を受けられるようにするため。

石川県

同上。
（それ以外でも必要な人がいると考える。）

石川県

生活保護を要件としていないため。

富山県

生活保護受給者以外の方でも、一定の範囲内の低所得の方や財産上の事情がある方にも成年後見
制度を利用していただくため。

富山県

制度利用を促進するため。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
大阪

（４）-②と同様。
（負担できない者と定めている。）

大阪

その他当該審判申立てに要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

大阪

生活保護受給者だけでなく、より多くの方が成年後見制度を利用できる環境を整えるため。

大阪

Ｐ４（４）①の要約のとおりで、下の号に該当する者
（１）成年後見人等の報酬を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

大阪

・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律（平成６年法律第３
０号）第１４条第１項に規定する支援給付受給者。
・家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬の額を支払うことにより中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１項に規
定する支援給付受給者になると認められる者。

大阪

別添要綱第２条を参照。

大阪

市民税非課税世帯。

大阪

（１）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
（２）その他当該申立に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者。

大阪

（１）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
（２）その他当該申立に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者。

大阪

（１）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
（２）その他当該申立に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者。

大阪

資産及び収入等の状況から生活保護受給者に準じると認められる者。

大阪

後見人等の報酬を支払うことにより、生活保護基準以下の生活水準になる場合もあるため。

大阪

後見人等の報酬を支払うことにより、生活保護基準以下の生活水準になる場合もあるため。

大阪

報酬を支払うことで生活保護法上の被保護者となる場合、被保護者とならないよう助成が必要である
ため。

大阪

回答（４）②の理由と同様（被保護者以外の者においても、報酬扶助を受けなければ、成年後見人制度
の利用が困難な場合があると考えられるため。）

大阪

別紙参照。

大阪

（１）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
（２）その他当該申したてに要する費用を負担することが困難であると市長が認める者。

大阪

要綱参照。

大阪

収入が少ない方や預貯金がわずかな方はやはり支払いが困難のため。

大阪

生活保護受給することは出来ないが、年金等が少なく、ギリギリの生活をされている方もいるため。

大阪

要保護者であれば受けることが出来る。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
大阪

大東市成年後見人等報酬扶助要綱（平成１８年６月１日要綱４１号）第２条第１号成年後見人等の報酬
の全部または一部について扶助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

大阪

（１）成年後見人等の報酬の全部または一部について扶助を受けなければ、成年後見制度の利用が困
難な状況にある者、（２）生活保護を受けている者（３）前２号に挙げる者のほか、使用が必要であると
認めた者。

大阪

前項に同じ。
（被保護者以外の低所得の方についても報酬助成が必要な方がおられることを想定している。）

大阪

前項に同じ。
（被保護者以外の低所得の方についても報酬助成が必要な方がおられることを想定している。）

大阪

逆に対象を限定していない。

大阪

生活保護を受給していない場合でも、費用負担が困難な場合があると考えられるため。

大阪

報酬費を支出することにより生活保護が必要となることを避けるため、収支予定表及び後見人との相
談により助成する。

京都

助成対象者の拡大のため。

京都

報酬助成の要件として３つの要件を儲け、そのいずれかに該当該当する場合に報酬助成をおこなうこ
ととしており、３つの要件には「生活保護法上の被保護者」以外も規定している。

京都

生活保護は自らの申請によるものであり、それを拒否する場合に申立行為そのものを拒否することを
防ぐため。

京都

報酬を負担することで要保護者と同等の状態になる低所得の方でも利用できるようにするため。

兵庫

生保に準じる低所得者についても制度利用を図るため。

兵庫

活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制
度の利用が困難な者。

兵庫

被保護者である者以外には
・補助を受けなければ制度の利用が困難な状況にある者
・報酬を負担することで要保護者となる者、と定めている。

兵庫

生活保護に準ずるケースについても対象として想定している。

兵庫

市長申立の場合は、生活保護受給者でなくとも対象としている。

兵庫

市長申立の場合は生活保護受給者でなくても対象としている。

兵庫

申立等費用を負担するとすれば生活保護の適用となる場合。

兵庫

費用負担することで生活が困難になる場合は受けることができる。

兵庫

財産の有無とは無関係。

兵庫

申立てに要する費用の補助を受けなければ成年後見人等の制度利用が困難な方、申立てに要する費
用を負担することで要保護者となる方。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
兵庫

市長申立てを行った者のうち、民法に規程する成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ、市内
に住居し、住民基本台帳に登録されている者とすると要綱に定めている。

兵庫

助成の対象は、老人福祉法第32条の規程により、市が後見開始、保佐開始、補助開始の審判の申立
てを行う者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。（１）生活保護受給者（２）資産及び収
入の状況から前号に準知ると市町が認めた者

兵庫

（1）住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にある者。

兵庫

（１）住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にある者
（２）生活保護法による保護を受けている者
（３）前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者

奈良

助成を行わなければ、要保護者となりうるものを対象者とするため。

奈良

（５）②と同じ。（申立により成年後見人等が選任された場合であって、申立対象者が報酬費用の助成
を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認めるとき。）

奈良

市町村申立の対象者が報酬費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が
認めた場合、報酬の助成を受けられる。

奈良

生活保護受給者でなくとも同等の経済状態の利用者には助成する.

奈良

収入が生活保護の基準以下という運用のため、生活保護を受給していなくてもよいとしている。

奈良

（費用の助成）・資産及び収入等の状況から前号（生活保護受給者）の者に準じると認められる者
・その他助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると村長が認める者

奈良

奈良

（１）助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
（２）対象者が成年後見制度の利用にかかる費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者と
なる者。
（１）助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
（２）対象者が成年後見制度の利用にかかる費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者と
なる者。

奈良

（１）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
（２）その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

奈良

活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難
な者。

奈良

（１）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
（２）その他当該開始審判申立に要する費用を負担することが困難であると町長が認める者。

奈良

必要な福祉を実施しなければ、高齢者の生活がたちゆかないならば、支援は実施すべきという見地か
ら、被保護者のみとは限定していない。「申立費用を捻出すれば被保護者となる」と規定されている自
治体もあるかと思うが、当市ではケースバイケースで柔軟に対応できるよう規定している。

和歌山

生活保護者に準じる資力の方を対象とするため。

和歌山

経済的な理由で制度利用が困難な方への支援のため。

和歌山

要綱において，生活保護法の被保護者と限定していないから。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
和歌山

必要な方が受けられるように。

和歌山

予定。

和歌山

予定。

広島

生活保護を受給していない同等の状態の人もいるため。

広島

成年後見制度の利用支援を図るため。

広島

生活保護受給者でなくても生活保護水準である者は対象としている。

広島

住民税が非課税である世帯に属する者で、審判請求に要した（成年後見人等に対する報酬の）費用の
支払いが困難なもの。

広島

その他費用負担が困難と認める者。

広島

制度を利用しやすくするため。

広島

（2）資産・収入から（1）に準じると認められる場合。
（3）その他市長が必要であると認めた場合。

広島

要綱の規定による。

広島

生保以外の人でも支払いの難しい方がおられるため。

広島

申立、支払困難な為制度利用が出来なくなることを防ぐため。

山口

現在進めている要綱の整備が完了すれば、被保護者以外も対象となる。

山口

生活保護法受給者以外でも必要な場合があるため。

山口

成年後見制度の利用が必要にも関わらず、報酬支払いができず報酬助成を受けなければ利用が困難
な方がいるため。

山口

要綱で生活保護世帯など資力に乏しい利用者を対象としているため。

山口

生活保護法受給者以外でも必要な場合があるため。

山口

生活保護を受給していない経済的困窮者もいるため。

山口

親族の支援が受けられない事業については、後見人に対する報酬が支払えない可能性があるから。

山口

生活保護法に定める被保護者以外で経済的に困窮している人に対しても対応できるようにするため。

岡山県

報酬を負担することが困難と町長が認める者。

岡山県

低所得者への対応を図るため。

岡山県

（４）と同じ
（生活保護者、又はこれに準ずる者としおているため。）

岡山県

低所得により、成年後見人等への費用負担が困難である者を救済するため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
香川県

「生活保護に準ずる者」という規定をもうけている。

香川県

同上。
（その他生活困難要件明記。）

香川県

制度利用の促進。

徳島

ただし、今のところ市長申立のみ。

徳島

広く助成支援するため。

徳島

・助成を受けなければ制度の利用が困難な状況にある者。
・報酬を負担することで生活保護法による要保護者となる者。

徳島

（4）の設問と同じ。
（報酬助成については町長がその全部又は一部について助成することとしているが実施についての必
要な事項は町長が別に定めるとしている。）

えひめ

（4）①の続き。
（2）資産及び収入状況から前号に準じた者であって、成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難
である者。

えひめ

本人に資力が無い者のため。

えひめ

○○市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱（平成22年6月22日 告示第121号）第3条に明記
している。

えひめ

同上。
（生保受給者または前年度分の所得税の非課税世帯に属する者で支払うことが困難な者としている。）

福岡

生活保護受給者だけでなく、助成対象。

福岡

要綱に定めあり。

福岡

生活保護受給していない者で、生活保護受給者より収入が少ないことが想定されるため。

福岡

報酬を支出することで生活保護受給者になるような場合は、生活保護受給者と同様に取扱うことが適
当であると考えられるため。

福岡

報酬を支出することで生活保護受給者になるような場合は、生活保護受給者と同様に取扱うことが適
当であると考えられるため。

福岡

規則第10条により。

福岡

実施規定があるので。

福岡

生活保護受給者以外の生活困窮者を援助するため。

福岡

生活困窮者の援助のため。

福岡

成年後見制度の利用にあたり必要な費用を負担することが困難な者に対し助成するため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
福岡

資産及び収入の状況から生活保護受給者に準じると認められた場合。

福岡

資産及び収入の状況から生活保護受給者に準じると認められた場合。

福岡

（4）の回答と同じ。
（現在の要綱上で位置づけられているため、市長申立の場合のみ対象としている。）

福岡

（4）の回答と同じ。
（現在の要綱上で位置づけられているため、市長申立の場合のみ対象としている。）

佐賀

要綱で定めている。

長崎

生活困窮者においては、報酬の支払が困難の場合があるため。

長崎

厚生労働省からの事務連絡に「助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる
者」とあるため。

長崎

生活保護を受けていなくても、様々な事情で経済的に困窮している人がいるため。

長崎

活用できる資産。貯蓄などがなく、助成をうけないと利用困難なため。

長崎

経済的虐待を受けるなど助成を受けなければ後見等の利用が困難な場合がある為。

長崎

（4）の①の回答のとおり。（成年後見制度の利用に要する費用について、自己負担することが出来ない
とする基準を設ける必要があると判断した。）

大分

今後、要綱を整備する中で対応できるようにしていく予定。

熊本

（4）のとおり。
(当該認知症高齢者等の収入等の状況が、次のいずれかに該当する場合
ア.生活保護法による被保護者。
イ.後見人等に報酬を支払う事で生活保護法の被保護者となる場合。)

熊本

「町長が必要と認める者」という条文があるため可能。

熊本

被保護者でなくても理由によっては助成が受けられるよう。

熊本

生活保護の被保護者以外にも経済的困窮者がおり、助成が必要と思われる。

熊本

報酬を負担することにより、被保護者より困窮する場合が考えられるため。

熊本

報酬を負担することにより生活保護受給者よりも困窮する場合が想定できるため。

宮崎県

報酬の負担が困難な状況にあるかで判断している。

鹿児島

国の指針で、対象者は、障害福祉サービス利用の観点から、成年後見制度の利用に要する費用につ
いて補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者となっているため。

鹿児島

準ずる者。

鹿児島

準ずる者であること。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
②受けることができる。
鹿児島

資産、収入等の状況から生活保護法による被要護者に準じると認められる者。

鹿児島

市長が成年後見等開始審判申立を行う者のうち、成年後見人等の報酬に対して助成を受けなければ
成年後見制度の利用が困難と認められる者。

鹿児島

資産、収入等の状況から前号に準じると認められる者。（前号：生活保護法（昭和25年法律第144号）に
よる被保護者）

鹿児島

生活保護法上の被保護者であることではなく、経済的理由等により本人に支払い負担能力がなく、か
つ親族その他の関係人の援助を期待できないため、報酬を負担することが困難であると市長が認めた
者であることを要件としている。

鹿児島

生活保護法上の被保護者であることではなく、経済的理由等により本人に支払い負担能力がなく、か
つ親族その他の関係人の援助を期待できないため、報酬を負担することが困難であると市長が認めた
者であることを要件としている。

鹿児島

費用負担が困難と認められる者について対象としているため。

鹿児島

報酬等を支払うことにより、生活保護の対象となる収入状況になる可能性があるため。

鹿児島

報酬等を支払うことにより、生活保護の対象となる収入状況になる可能性があるため。

沖縄

被保護者でなくとも、報酬を負担するだけの資力がない、親族による支援もない場合は助成が必要。

沖縄

生活保護受給者以外の生活困窮者においても適切に後見制度が利用できるようにするため。

135/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
函館

資産及び収入等の状況から前号（(4)の①）の者に準じると認められる者。
(生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条1項に規定する被保護者)

旭川

その他町長申立てに要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者。

旭川

支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある場合負担することで要保護者となる場
合。

旭川

次に掲げる事項のいずれにも該当する者。
・市町村民税非課税世帯であること。
・世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であるこ
と。
・世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下で
あること。
・世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

旭川

費用を負担することが困難であると市長が認めた者。

旭川

報酬に関する助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

旭川

質問（4）参照
(②生活保護受給者になることが見込まれる者
③その他、費用負担が困難と市長が認めた者)

釧路

上記のとおり。(1)生活保護法に規定する被保護者
(2)その他当該開始審判申立に要する費用等を負担する事が困難であると市長が認める者。

釧路

被後見人であって、かつ第三者後見人等に対する報酬を負担する事が困難な被保護者又はこれに準
ずる者。

釧路

世帯の収入及び資産の活用によって生ずると認められる額から家庭裁判所が決定した成年後見人等
に対する報酬に係る費用を控除した額が、生活保護法による保護基準により算定した最低生活費を下
回る者。

釧路

資産、収入等の状況から被保護者に準じると認められる者。

釧路

町長は（中略）次に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び後見等報酬の全部又は一部について助
成することができる。
（3）生活保護の決定基準に基づき算定した収入認定額が、生活保護法第8条第1項の規定により厚生
労働大臣が定める基準に基づき算定した需要額と後見等報酬に関する経費の合算により算出される額
を下回る場合。
（4）その他本人保護に関し、勘案すべき特段の事情があると認められる場合。

釧路

成年後見等への報酬の関する助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

釧路

別紙のとおり。

釧路

(4)①に同じ。
(生活保護受給者又はこれに準ずる者並びに市長が必要と認めた者。)

山形

成年後見人等報酬に関する支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
山形

当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

山形

生活保護法第8条の基準相当を下回る者。

山形

準ずる者、その他町長が必要と認める者。

山形

・成年後見人等の報酬の全部または一部について扶助を受けなければ、成年後見人制度利用が困難
な状況にあるもの。
・その他町長が必要と認めたもの。

山形

成年後見人等の報酬等の助成を受けなければ、成年後見制dの利用が困難な状況にある者。

山形

(1)成年後見人等に対する報酬に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあ
る場合。
（2）被保護者である場合。
（3）成年後見人等に対する報酬を負担することで、被保護者となる場合。

山形

（4）-①に同じ。
(（1）生活保護受給者
（2）後見人等に対する報酬を受けなけれな制度の利用が困難な者
（3）その他市長が必要と認める者)

山形

別添「○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱」第8条を参照。

秋田

・住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にある者。
・その他市長が必要であると認めた者。

秋田

住民税が非課税である世帯に属するもので、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にあ
るもの。

秋田

・収入及び資産の状況により、助成を受けなければ成年後見人等に対する報酬の支払いが困難である
と認められる者。
・その他町長が必要であると認めた者。

秋田

(4)の①に同じ。
(①生活保護法に定める被保護者であるとき。
②その他、特に助成の必要があると認めたとき。)

秋田

別添要綱第7条参照

秋田

成年後見人等報酬に関する支援を受けなければ成年後見人制度の利用が困難な状況にある者。

秋田

成年後見人等の報酬を負担することにより、生活保護法による要保護者となる者。市長が認めた助成
を要すると認めた者。

秋田

別紙要項第5条。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
青森

・生活保護。
・資産、収入等の状況から生活に準ずると町長が認める者。

青森

成年後見にかかる費用の助成を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況になる者。

青森

要件とする予定である。

青森

助成の対象となる者は、成年後見開始等の審判の申立てをする本人（市内に住所を所有し現に居住す
る者に限る。この条において同じ。）、配偶者若しくは4親等内の親族等又は成年後見人等を付された本
人（以下「成年後見制度利用者」という。）のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、この要綱による
助成を受けなければ、成年後見制度を利用することが困難であると市長が認める者とする。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者、生活保護法第6条第2項に
規定するよう保護者
（2）資産及び収入等の状況から、前号に準ずると認められる者
（3）その他市長が必要と認める者

青森

前述の（4）の規程にその他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認
める者として定める。

青森

生活保護を受けている者、及びそれに準ずる者。

青森

(4)の記載のとおり。

青森

資産、収入等の状況から前号に準じると町長が認める者。

青森

資産、収入等の状況から前号（*被保護者）に準ずると町長が認める者。

青森

(4)の①に同じ。
(町長は次の各号のいずれかに該当する被後見人等に対し、助成対象者の後見人等の業務に対する
報酬の全部又は一部を助成するものとする。
(1)生活保護を受けている者及びこれに準ずると認められる者。
(2)後見人等報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある
者。)

青森

(4)の①に同じ。
(各号のいずれかに該当する被後見人等に対し、助成対象者の後見人等の業務に対する報酬の全部
又は一部を助成するものとする。
(1)生活保護を受けている者及びこれに準ずると認められる者。
(2)後見人等報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある
者。)

青森

「後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある
者」｢その他市長が必要と認める者」

青森

後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある
者、その他市長が必要と認める者。

青森

資産、収入等の状況から前号に準ずると町長が認める者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
青森

・成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあ
ると市長が認めた者。
・その他市長が必要と認めた者。

青森

①に同じ。
（（1）生活保護法第6条に規定する被保護者。
（2）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の
支援給付を受けている者。
（3）資産、収入等の状況から前号に準ずる者と市長が認める者。）

青森

（4）のとおり。
(第6条、市長は次の各号のいずれかに該当する被後見人等（以下「助成対象者」という。）に対し、助成
対象者の後見人等の業務に対する報酬（以下「後見人等報酬」という。）の全部又は一部を助成するも
のとする。
（1）生活保護を受けている者。
（2）後見人報酬の全部又は一部の助成を受けなけれな成年後見制度の利用が困難な状況にある者。)

東京

8条2

東京

生活保護及びそれに準ずるもの。

東京

要綱第6条参照（○○区成年後見制度における区長の審判請求手続等及び報酬費用助成に関する要
綱）

東京

申請時において賦課決定している最新の年度の住民税が世帯全員非課税であり、かつ被後見人等の
預貯金が60万円以下であり、かつ資金化して報酬の支払いにあてることができる適当な資産がない
者。

東京

区長が必要と認める者。

東京

（1）生活保護法第6条第2項に定義する要保護者。
（2）成年後見人等の報酬費用を負担することにより要保護者となる者。
（3）報酬費用を負担することが困難であると区長が認める者。

東京

別紙：要綱第2条（2）②③。

東京

別紙：要綱第2条（2）②③参照。
②申請時において賦課決定している最新の年度の住民税が世帯員全員非課税であり、かつ、本人の
預貯金が130万円以下であり、かつ、資金化して報酬の支払いにあてることができる本人の適当な資産
がない者。
③その他区長が特に必要と認める者。

東京

いわゆる「準ずる者」及びその他必要な者―別紙要綱参照。

東京

審判の請求費用、成年後見人等の事務の遂行に必要な費用及び報酬等費用の合算額に満たない者。

東京

・活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制
度の利用が困難な者。
・その他、特に必要と区長が認める者。
・前号本文の規定にかかわらず、他の区市町村から転入したものであって、当該市区町村長が行った
審判の請求により成年後見人等を選任されたものが、前項の各号のいずれかに該当し、区長が助成を
必要と認めるときは助成の対象とする。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
東京

別紙、要綱第8のとおり。※障害部内と同様。

東京

別紙、要綱第8のとおり。

東京

審判請求申立費用の本人負担の申立てをしない場合の基準及び後見等報酬費用の助成対象者は、市
長が審判請求の申立を行った者のうち次の各号に掲げる者とする。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する被保護者。
（2）当該申立て費用及び後見等の開始後の後見等報酬費用を当該者の属する世帯の収入及び資産か
ら控除したとき、生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）により算定した最低生
活費（以下「生活保護法による保護基準額」という。）を下回る者。

東京

資産及び収入の状況から前号（生保法第144号）に準ずると認められる者。

東京

別紙のとおり。

東京

別紙要綱第3条（費用助成の要件）のとおり。
第3条 審判請求申立費用の本人負担の申立をしない場合の基準及び後見等報酬費用の助成の要件
は、次に掲げるとおりとする。
（1）市長が審判請求の申立を行った者であること。
（2）当該申立て費用並びに後見等の開始後の後見等報酬費用（第4条に規定する助成限度額）を当該
者の属する世帯の収入及び資産（現金・預貯金等）から控除したとき、資産が50万円以下となる者であ
ること。
（3）後見人等が配偶者又は四親等内の親族でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、前条各号に定める経費を助成す
ることができる。

東京

報酬等を支払うことにより、生活保護基準になる方。

東京

前質問（4）の回答と同じ。
（1.生活保護法に基づき保護を受けている者。
2.後見人等の報酬を負担することにより生活保護法による保護の基準以下となる者。
3,その他市長が特に必要と認める者。）

神奈川県

成年後見制度を利用するために活用できる本人の適用な資産（100万円以下の預貯金を除く。）がない
者。

神奈川県

成年後見人等が選任された日が属する年度の住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報
酬の支払いが困難な者。

神奈川県

住民税が非課税である者や、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に
関する法律（平成6年法律第30号）による支援給付を受けている者。

神奈川県 別紙要綱のとおり。
1）生活保護法の被保護者及びそれに準ずる者。
神奈川県 2)成年後見人等への報酬の支払いが困難な状況であると市長が認める者。
3)その他市長が特に必要と認めるもの。
神奈川県 障害分野と同様。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

第2条 助成の対象者は、判断能力が十分でない高齢者又は障害福祉サービスを利用し、若しくは利用
しようとする重度の知的障害者若しくは精神障害者であって、次のいずれかに該当するものとする。
（1）市が行う生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けている世帯に属する者又は
神奈川県 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援関する法律（平成6年法律第30
号）の規定による支援給付を受けている者。
（2）その他成年後見等開始審判の申立（以下「審判申立」という。）に要する費用及び成年後見人等の
報酬を負担することが困難であると市長が認める者。

神奈川県 別紙2参照。
神奈川県

（1）生活保護法による保護世帯に属する者であること。
（2）活用できる資産、貯蔵等が少ないと市長が認める者であること。

次のいずれかに該当する者については助成の対象とする。
①生活保護を受けている者。
②中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成6年法律第
神奈川県
30号）による支援給付を受けている者。
③「○○市成年後見制度利用支援事業事務取扱要領」で定める収入及び資産基準両方を満たす者。
④その他当該審の判請求に関する費用等を負担することが困難であると区長が認める者。

神奈川県 要領、マニュアルを作成し、運用している。
神奈川県 要領、マニュアルを作成し、運用している。
神奈川県

(4)①の手続き。
(2)資産・収入等の状況から第1号に準ずると認められる者。

助成の対象は次の各号に該当する者とする。
(1)生活保護に定める被保護者。
(2)申立てに要する費用又は成年後見人等の報酬を負担することにより、生活保護法に定める要保護者
神奈川県
となる者。
(3)前1，2号に掲げる者のほか、助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると市長が認め
る者。
(4)の設問のとおり。
((1)生活保護法に定める被保護者。
(2)申立てに要する費用又は成年後見人等の報酬を負担することにより生活保護法に定める要保護者
神奈川県
となる者。
(3)前2号に掲げる者のほか、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める
者。)
神奈川県 前年分の所得税の非課税世帯に属する者で、費用を負担することが困難であると市長が認めるもの。
神奈川県 当該者及び世帯の前年の収入が障害基礎年金(1級）の当該制度における金額以下の世帯。
神奈川県 成年後見等開始審判の申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
神奈川県

生活保護及びこれに準ずる者の他、成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ、成
年後見制度の利用が困難であると町長が認める者。

神奈川県 資産、収入の状況等から費用を負担することが困難であると市長が認める者。
神奈川県

(1)市長が後見人等の審判請求を行った者で報酬の支払いが困難な者。
(2)その他報酬の支払いが困難であると市長が認める者。

神奈川県

(1)市長が後見人等の審判請求を行った者で報酬の支払いが困難な者。
(2)その他報酬の支払いが困難であると市長が認める者。

神奈川県

支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるもの。その他町長が必要と認めたも
の。

神奈川県 支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるもの。
神奈川県

町長申立に要する費用の助成を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難である者。成年後
見人等報酬に関する支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

神奈川県 その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。
千葉県

市区町村民税非課税者で、その利用し得る資産を活用しても成年後見人等に報酬を支払うことが困難
であると市長が認める者。

千葉県

報酬を負担することが困難である要件 次のいずれかに該当すること。
ア.生活保護法(昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けている世帯に属する者又は当該世帯
に準ずる世帯に属する者（*1）
イ.その他成年後見人等の報酬を負担することが困難であると市長が認めた者（*2）
（*1）生活保護受給世帯に準ずる世帯に属する者の要件
生活保護受給世帯に準ずる世帯に属する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)成年被後見人等の所有する現金及び預貯金の合計額が100万円以下の者。
(2)成年被後見人等の世帯の収入額から家庭裁判所の決定した成年後見人等報酬を支払った場合に、
生活保護法の規定による保護の基準により算定した最低生活費を下回る世帯に属する者。
(＊2)その他報酬の支払が困難な者の要件。
その他報酬の支払が困難な者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)前条に規定する要件を満たさない者のうち、預貯金、収入等があっても親族等に通帳等を持ち出さ
れ行方不明であるなどやむをえない事由により成年後見人等報酬の支払が困難と求められる者。
(2)前条に規定する要件を満たさない者のうち、多額の債務を抱えており成年後見人等報酬の支払が困
難と認められる者。
(3)その他前条に規定する要件を満たさない者のうち、前2号に準ずるやむを得ない理由により成年後見
人等報酬の支払が困難と市長が認めた者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

千葉県

報酬を負担することが困難である要件 次のいずれかに該当すること。
ア.生活保護法(昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けている世帯に属する者又は当該世帯
に準ずる世帯に属する者（*1）
イ.その他成年後見人等の報酬を負担することが困難であると市長が認めた者（*2）
（*1）生活保護受給世帯に準ずる世帯に属する者の要件
生活保護受給世帯に準ずる世帯に属する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)成年被後見人等の所有する現金及び預貯金の合計額が100万円以下の者。
(2)成年被後見人等の世帯の収入額から家庭裁判所の決定した成年後見人等報酬を支払った場合に、
生活保護法の規定による保護の基準により算定した最低生活費を下回る世帯に属する者。
(＊2)その他報酬の支払が困難な者の要件。
その他報酬の支払が困難な者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)前条に規定する要件を満たさない者のうち、預貯金、収入等があっても親族等に通帳等を持ち出さ
れ行方不明であるなどやむをえない事由により成年後見人等報酬の支払が困難と求められる者。
(2)前条に規定する要件を満たさない者のうち、多額の債務を抱えており成年後見人等報酬の支払が困
難と認められる者。
(3)その他前条に規定する要件を満たさない者のうち、前2号に準ずるやむを得ない理由により成年後見
人等報酬の支払が困難と市長が認めた者。

千葉県

報酬を負担することが困難である要件 次のいずれかに該当すること。
ア.生活保護法(昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けている世帯に属する者又は当該世帯
に準ずる世帯に属する者（*1）
イ.その他成年後見人等の報酬を負担することが困難であると市長が認めた者（*2）
（*1）生活保護受給世帯に準ずる世帯に属する者の要件
生活保護受給世帯に準ずる世帯に属する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)成年被後見人等の所有する現金及び預貯金の合計額が100万円以下の者。
(2)成年被後見人等の世帯の収入額から家庭裁判所の決定した成年後見人等報酬を支払った場合に、
生活保護法の規定による保護の基準により算定した最低生活費を下回る世帯に属する者。
(＊2)その他報酬の支払が困難な者の要件。
その他報酬の支払が困難な者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)前条に規定する要件を満たさない者のうち、預貯金、収入等があっても親族等に通帳等を持ち出さ
れ行方不明であるなどやむをえない事由により成年後見人等報酬の支払が困難と求められる者。
(2)前条に規定する要件を満たさない者のうち、多額の債務を抱えており成年後見人等報酬の支払が困
難と認められる者。
(3)その他前条に規定する要件を満たさない者のうち、前2号に準ずるやむを得ない理由により成年後見
人等報酬の支払が困難と市長が認めた者。

千葉県

対象者の属する世帯全員が市民税非課税であって別表に定める収入及び資産基準の両方を満たす
者。(1人世帯年収150万円以下、資産350万円以下）

千葉県

別紙実施規則参照。

千葉県

成年後見等の報酬の全部又は一部について扶助を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状
況にあるもの。

千葉県

成年後見等の報酬の全部又は一部について扶助を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状
況にあるもの。

千葉県

別添参照。（○○市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱）

千葉県

報酬助成金の交付を受けなければ成年後見人等に報酬を支払うことが困難な状況にあると市長が認
める者。

千葉県

その他市長が認める者。

143/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
千葉県

収入、預貯金及び換金可能な資産から成年後見人等の報酬を支払うことにより、生計を維持することが
困難になると認められる者。

千葉県

収入、預貯金及び換金可能な資産から成年後見人等の報酬を支払うことにより、生計を維持することが
困難になると認められる者。

千葉県

家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬を支払うことにより、当該成年後見人等が生計を維
持することが困難になると認められるとき市長が相当と認める額。

千葉県

別添（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

千葉県

(4)の①に記載。
((1)生活保護法の被保護者。
(2)資産・収入等の状況から生活保護法の被保護者に準ずると認められる者。
(3)報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。
(4)その他市長が特に必要と認める者。)

千葉県

報酬を支払うことにより当該後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。

千葉県

次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決
定した報酬の支払に要する費用の全部又は一部を助成することが出来る。
(1)助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるとき。
(2)生活保護を受けているとき。
(3)その他市長が助成の必要があると認めたとき。

千葉県

市長は成年後見審判請求により後見開始又は補助開始の審判を受けた者が、次の各号のいずれかに
該当するときは成年後見等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬付与の審判に
より家庭裁判所が決定した報酬の支払に要する費用の全部又は一部を助成することが出来る。
(2)生活保護を受けているとき。

千葉県

(別紙1）参照。

千葉県

(成年後見人等報酬の助成）
第7条 市長は、自らが審判請求した成年後見人等が次の各号のいずれかに該当すると認められる者
であるときは、家事審判法第9条第1項甲類第20号の報酬の付与の審判で、家庭裁判所が決定した成
年後見人等に対する報酬の全部又は一部を助成することができる。
(2)収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を支
払うことにより、生計を維持することが困難になると認められる者。

千葉県

家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬を支払うことにより当該成年後見人等が生計を維持
することが困難になると認められるとき。

千葉県

成年被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に
対する報酬金額を支払うことにより当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められ
るとき。

千葉県

別添要綱第7条とおり。「○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱」

千葉県

収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を支払
うことにより生計を維持するのが困難になると認められる者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
千葉県

収入、預貯金及び換金可能な資産から裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を支払うこと
により生計を維持するのが困難になると認められる者。

千葉県

成年後年人等の報酬について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認めるとき。

千葉県

質問2-（4）-①の回答「次のいずれかに該当する者」の（1）成年後見人等の報酬の全部又は一部につ
いて、扶助を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にある者。

千葉県

質問2-（4）-①の回答「次のいずれかに該当する者」の（1）成年後見人等の報酬の全部又は一部につ
いて、扶助を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にある者。

千葉県

報酬の全部又は一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況である者。

千葉県

別添のとおり。

千葉県

生活、健康、財産及び収入の状況。

千葉県

○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱（別紙1）第7条第2項・第8条参照。

千葉県

（費用の負担）
第7条 町長は、収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書及び鑑定等審判の申立てに要する費
用を負担する。
2 町長は、前項により負担した審判の申立てに要する費用は、家事審判法（昭和22年法律第152号）第
7条の規定により準用する非訟事件手続法（明治31年法律第14号）第28条の規定による費用負担命令
があったときは、要支援者に対して求償するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合
は、その限りではない。
（1）要支援者が生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく被保護者。
（2）審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者。
（3）その他申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認めた者。

千葉県

次のいずれにも該当する者。
（1）家庭裁判所において成年後見人等が選任された成年被後見人等。
（2）市内に居住する者。
（3）生活保護法の規定による保護を受けている者。
（ア）前年度の市町村民税非課税世帯に属する者。
（イ）属する世帯の前年の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額以
下である者。
（ウ）属する世帯の預金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額以
下である者。
（エ）属する世帯において、日常生活に供する資産以外に活用することができる資産がない者。

千葉県

成年後見人等の報酬等を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者。成年後見人等の報
酬の助成を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者。

千葉県

・成年後見人等の報酬の助成を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者。
・成年後見人等の報酬を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者。

千葉県

・成年後見人等の報酬の助成を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者。
・成年後見人等の報酬を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

千葉県

本市に居住し、かつ本市の住民台帳に記載された。
イ.報酬の全部又は一部の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると市長が認める
者。

千葉県

報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める者。

千葉県

別紙1のとおり。（○○町成年後見制度請求等に関する規則第2条において、成年後見等審判請求の対
象者を定めており、同規則第9条により、成年後見人等報酬の助成について定めている。）

千葉県

（成年後見人等報酬の扶助）
第6条 市長は、審判請求に係る被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、後見人等に対
する報酬付与の審判において、決定された後見人等に対する報酬の全部又は一部を扶助することが出
来る。
（1）生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）により算出した成年被後見人等の生
活保護基準額（各種加算を含む。）に、家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬金額を加えた場
合において、その合計額が被後見人等の収入を超えるとき。
（2）被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した後見人等に対す
る報酬金額を支払うことにより、当該被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。

千葉県

以下のいずれかに該当する者。
（１）生活保護法に基づく被保護者。
（2）市長が行った審判請求によって、成年後見人等が選任された成年被後見人等で、第8条第1項によ
る費用負担命令審判において、当該費用の全額が市長の負担とされた者。
（3）収入、預貯金及び換金可能な資産から成年後見人等の報酬を支払う事により、生計を維持すること
が困難になると認められる者。

千葉県

別紙第7条第2項（○○市成年後見制度利用支援事業実施規則）

千葉県

別紙第7条第2項（○○市成年後見制度利用支援事業実施規則）

千葉県

成年後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対
する報酬金額を支払う事により、当該成年後見人等が生計を維持することが困難になると認められると
き。

千葉県

成年後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対
する報酬金額を支払う事により、当該成年後見人等が生計を維持することが困難になると認められると
き。

とちぎ

成年被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産の中から家庭裁判所が決定した成年後見人
等に対する報酬金額をを支払うことにより、当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると
認められるとき。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

とちぎ

前項（4）のとおり。
（助成の対象）
第10条 家庭裁判所により後見人等が選任された要支援者で、次の各号のいずれかに該当する者を後
見人等の報酬助成の対象者（以下「対象者」という。）とする。
（1）生活保護受給者。
（2）活用できる資産・貯蓄等が無く、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見
制度の利用が困難な者。
（3）その他市長が認める者。)

とちぎ

助成対象者の一つ。

とちぎ

（1）生活保護受給者。
（2）活用できる資産、貯蓄等がないため、成年後見等開始審判申立費用又は成年後見人等の報酬の
全部又は一部について、この要綱による助成を受けなければ、これらを利用することが困難な者。
（3）その他市長が特に必要と認める者。

とちぎ

前問を参照願いたい。

とちぎ

（4）①と同じ。
(（1）生活保護受給者。
（2）活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人の報酬の全部又は一部お助成を受けなければ、成年後見
制度の利用が困難なもの。
（3）前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者。)

とちぎ

活用できる資産、貯蓄がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度
の利用が困難な者。

とちぎ

（4）のとおり。
(生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）により算出した成年被後見人等の生活
保護基準額（各種加算を含む）に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を加えた場合
において、その合計金額が成年被後見人等の収入を超えるとき。)

とちぎ

・活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な
者。
・その他市長が認める者。

とちぎ

別紙要項のとおり。

とちぎ

第4条（2）のとおり。

とちぎ

・申立てに係る費用を負担することで、被保護者となる場合。
・申立てに係る費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な場合。

とちぎ

2（4）①のとおり。
（申立費用支援及び後見人等報酬支援の対象者）
第5条 第3条第2号及び第3号（審判の申し立てに係る費用、後見人等報酬）に定める支援の対象者
は、前条の規定に該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に定める被保護者。
（2）前号に掲げるもののほか、審判の申立に要する費用及び後見人等の業務に対する報酬を負担する
ことが困難であると市長が認める者
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

とちぎ

・活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制
度の利用が困難な者。
・その他町長が必要と認める者。

とちぎ

・活用できる資産、貯蓄がなく助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難である者。
・その他町長が認める者。

とちぎ

助成がなければ成年後見制度の利用が困難である者。

とちぎ

（4）と同様。
(・配偶者若しくは四親等内の親族のいない者。
・配偶者若しくは四親等内の親族がいても音信不通の状況等にある者。)

群馬

添付の運用規定のとおり。

群馬

本人の所得状況等を勘案し助成を受けなければ法定後見人への報酬費用の負担が困難であると認め
られる場合、当該法定後見人に対し、その報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。

群馬

本人の所得状況等を勘案し、助成を受けなければ法定後見人への報酬費用の負担が困難であると認
められる場合。

群馬

（市長が申立てを行う場合）
助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者。

群馬

助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者。

群馬

本人が市民税非課税世帯に属する者であり、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認め
られる者。

群馬

第8条 市長は、第4条の規定に基づく審判請求により成年後見人、保佐人又は補助人が選任された場
合であり、かつ、本人の所得状況等を勘案し助成を受けなければ法定後見人への報酬費用の負担が
困難であると認められる場合当該法定後見人に対し、その報酬費用の一部又は全部を助成できるもの
とする。ただし、法定後見人への報酬費用の助成金は家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内と
し、別表の額を上限とする。

群馬

第8条 市長は、第4条の規定に基づく審判請求により成年後見人、保佐人又は補助人が選任された場
合であり、かつ、本人の所得状況等を勘案し助成を受けなければ法定後見人への報酬費用の負担が
困難であると認められる場合、当該法定後見人に対し、その報酬費用の一部又は全部を助成できるも
のとする。ただし、法定後見人への報酬費用の助成金は家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内
とし、別表の額を上限とする。（別表より在宅：28,000円、施設：18,000円）

群馬

生活保護に準じると認められる。

群馬

住民税非課税世帯に属する者で、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの。

群馬

活用できる資産又は貯蓄がなく後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度
の利用が困難な者。

群馬

成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある
とき。

群馬

規程のとおり。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
群馬

本人の所得状況を勘案し助成を受けなければ法定後見人への報酬費用の負担が困難であると認めら
れる場合、当該法定後見人に対し、その報酬費用の一部又は全部を助成できるものとする。

静岡

（4）①のとおり。
（成年被後見人のうち生活保護法に規定する被保護者又は活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見
人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が著しく困難な者の成年後見
人等を助成対象としている。）

静岡

（4）①のとおり。
（成年被後見人のうち生活保護法に規定する被保護者又は活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見
人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が著しく困難な者の成年後見
人等を助成対象としている。）

静岡

市長が認めた場合。

静岡

・活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度
の利用が困難であると市長が認めた者。
・その他市長が必要と認めた者。ただし、市町村申立した者に限る。

静岡

助成については、要綱に定めていない。

静岡

成年後見人等の報酬等の補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

静岡

○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱第9条に記載の通り。

静岡

1.助成を受けなければ、制度利用が困難な者。
2.成年後見人等の報酬を負担することで、要保護者となる場合。

静岡

成年後見人等の報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認める
者。

静岡

別紙参照。

静岡

別紙（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）。

静岡

資産、収入の状況から前号に準じると町長が認める者。（前号・・・対象者が生活保護法に基づく被保護
者。）

静岡

（2）資産、収入等の状況から前号に準じると町長が認める者。

静岡

（助成金の対象者）
第2条 助成金費の支給対象者は、市長が後見等開始の審判の申し立てを行い、家庭裁判所により後
見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
（2）活用できる資産又は貯蓄がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見
制度の利用が困難な者。
（3）その他市長が必要と認める者。

静岡

活用できる資産、貯蓄等が無く、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制
度の利用が困難な者。

静岡

次のいずれかに該当する場合に助成を金を支給。
（1）生活保護受給者。
（2）当該者が市民税非課税、かつ世帯構成員の一人当たりの預金が100万円以下。
（3）2号に掲げる者の他、市長が特に必要と認めた者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
静岡

資産及び収入の状況から準ずると認められる者。

静岡

助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払が困難であると市長が認める者。

静岡

・報酬の全部又は一部について助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
・市長が特に必要と認める者。

静岡

第2条（2）前号に掲げる者の他、助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払が困難であると市
長が認める者。

静岡

後見等開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

静岡

その他当該開始審判申立に要する費用を負担することが困難であると町長が認めるもの。

静岡

・当該申立費用及び報酬費用を当該者の属する世帯の収入及び資産から控除したとき、生活保護法に
よる保護の基準により算定した最低生活費を下回る者。
・その他当該開始審判申立に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者。

静岡

市長が審判請求の申立てを行った。当該申立費用及び報酬費用を当該者の属する世帯の収入及び資
産から控除したとき、生活保護法による保護の基準（昭和38年厚労省告示第158号）により算定した最
低生活費（以下「生活保護法による保護基準額」という。）を下回る者。

静岡

成年後見人等の報酬助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。その他市長が
必要であると認めた者。

山梨

①成年後見人の報酬の全部又は一部についてこの要綱による助成を受けなければ制度利用が困難な
者。
②その他市長が必要と認める者。

山梨

（4）-①と同じ。
(（1）生活保護を受けている者又はこれに準ずる者。
（2）報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。
（3）その他町長が認める者。)

山梨

対象費用を負担することが困難であると市長が認める者。

山梨

（1）現に生活保護法に規定する被保護者である者。
（2）報酬を負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者。
（3）報酬の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者。

新潟県

（1の事業について）民法第862条に規定する報酬としている。

新潟県

生活保護受給者又は、これに準ずる者として、市長が認めるものであること。

新潟県

資産、収入等の状況から生活保護による被保護者に準ずると認められる者。

新潟県

資産、収入等の状況から（4）①に準じると認められる者。

新潟県

要綱を参照。（○○市成年後見制度利用支援事業要綱）
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
新潟県

第6条1項2号：収入、資産等の状況が、助成金の交付を受けなければ後見人等に対する報酬の支払が
困難な程度である場合。

新潟県

第6条1項2号：収入、資産等の状況が、助成金交付を受けなければ後見人等に対する報酬の支払が困
難な程度である場合。

新潟県

別添のとおり。

新潟県

別添「○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱」第6条のとおり。ただし平成24年度に改訂予定。

新潟県

（1）後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ、生活保護法（昭和25年法律第144号）に定める
要保護者となるもの。
（2）後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると
市長が認めた者。

新潟県

第5条参照。

新潟県

別紙要綱のとおり。

新潟県

別紙要綱のとおり。

新潟県

別紙要綱第2条第3号を参照。

新潟県

第1の2（4）①の要綱に同じ。
(第7条 市長は、審判の請求により後見人等の選任を受けた認知症高齢者等（以下「被後見人等」とい
う。）が次の各号のいずれかに該当するときは、後見人等に対する報酬に係る助成金（以下「助成金」と
いう。）を交付することができる。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者。
（2）資産、収入等の状況から、前号に準ずると認められる者。)

愛知

（1）民法（明治29年法律89号）第7条、第11条又は第14条第1項に定める状態にある者。
（2）に親等以内の親族がいない者又はに親等以内の親族があっても審判請求を期待することが困難な
者。
（3）審判請求に係る申立費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。

愛知

後見人等報酬を支払う事が困難と市長が特に認めるものについては、対象とすることができる。

愛知

後見人等報酬を支払う事が困難と市長が特に認めるものについては、対象とすることができる。

愛知

後見人等報酬に係る費用の全部又は一部について助成を受けなければ、後見人等の制度の利用が困
難であると市長が認める者。

愛知

・生活保護法に規定する被保護者及びそれに準ずる低所得者で助成を受けなければ成年後見制度の
利用が困難と認められる者。
・対象者の属する世帯の収入及び資産から成年後見人等に対する報酬を控除した場合において、生活
保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る者。
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成6年法律第
30号）による支給給付を受けている者。
・全項目に掲げるもののほか、特に市長が認める者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

愛知

（4）の回答を参照のこと。
（次のいずれかに該当する者。
（1）助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
（2）現に生活保護法に定める被保護者である者。
（3）成年後見人等の報酬を負担することで生活保護法による要保護者となる者。）

愛知

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（生成6年法律第30
条）による支援給付を受けている者、生活保護の規定に準ずる低所得者。

愛知

・親族による審判請求を行うことが期待できない者。
・費用の全部又は一部の負担が困難な者。

愛知

資産、収入の状況から前号に準じると市長が認める者。

愛知

「申立てに要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者」で、町長申立てをした者。

愛知

・成年後見人等の報酬を負担することで生活保護法による要保護者になる者。
・助成金の交付を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認める者。

愛知

成年後見人の属する世帯の収入及び資産から成年後見人等報酬費用を控除したときに、生活保護法
による保護の基準により算定した最低生活費の額を下回る者。

愛知

審判請求費用及び後見人等報酬費用を被後見人の属する世帯の収入及び資産から控除したときに、
生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費の額を下回る者。

愛知

後見人、保佐人又は補助人の報酬の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用
が困難な状況にあると市長が認める者。

愛知

生活保護法に規定する被保護者及びこれに準ずる低所得者で助成を受けなければ成年後見制度の利
用が困難と認めらる者。
当該申立費用及び後見人等の開始後の報酬を対象者の属する世帯の収入及び資産から控除したと
き、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る者。

愛知

「申立てに要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者」で、町長申立てをした者。

愛知

別添、○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱第6条及び○○市成年後見制度利用支援事業実
施要領第7条のとおり。

三重

（1）生活保護法第6条第1項に規定する被保護者。
（2）成年後見人等の属する世帯の収入及び資産の総額から成年後見人等に対する報酬を控除して得
た額が生活保護法による基準を下回る者。
（3）前2号に掲げるもののほか、助成金の交付を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市
長が認める者。

三重

（3）前2号に掲げるもののほか助成金の交付を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると町長
が認める者。

三重

申立てに要する費用及び成年後見人等の報酬の補助を受けなければ成年後見人等の制度の利用が
困難な状況にあるときは、申立及び報酬に要する費用は市が負担する。

三重

・成年後見人等の報酬を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
・成年後見人等の報酬を負担することで生活保護法による要保護者となる者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
岐阜県

活用できる資産、貯蓄等がないため、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認めら
れるとき。

岐阜県

成年後見人等の報酬等の補助を受けなければ成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者。

岐阜県

（2）成年後見人等報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と認められる者。
（3）前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者。

岐阜県

支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合。

岐阜県

支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合。

岐阜県

（4）に同じ。
（市財政負担が増加することへの不安から市町申立てを要件としている。）

岐阜県

活用できる資産又は貯蓄その他の財産を有せず、成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受け
なければ成年後見人等の保護が受けられない者。

岐阜県

（1）報酬等に要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるもの。
（2）報酬等に要する費用を自己負担することで、要保護者となるもの。

岐阜県

資産および収入の状況から生活保護受給者に準じると認められる者。

岐阜県

・活用できる資産、貯蓄等がなく成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見
制度の利用が困難な者。
・その他町長が特に必要と認めるもの。

岐阜県

（別紙抜粋参照）

岐阜県

負担することが困難であると市町が認める者。

福井県

活用できる資産及び貯蓄がなく、成年後見人等の報酬に対する支援を受けなければ成年後見制度の
利用が困難な状況にある者。

福井県

対象者に成年後見人等の業務に対する成年後見人等報酬を支払う資力がないとき。

福井県

生活保護を受けている者その他審判申立に要する費用等を負担することが困難な者（以下「生活困難
者」という。）

福井県

第6条 第1条の成年後見人等申立を行う者のうち、次のいずれかに該当するときは、後見人等の報酬
の全部又は一部の助成を行う。ただし、報酬助成の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とす
る。
（1）被保護者である場合。
（2）成年後見人等の報酬を負担することで、要保護者となる場合。
（3）その他成年後見人等の報酬を負担することが困難な状況である場合。

福井県

・報酬を支払うことで、要保護者となる場合。
・報酬を支払うことが困難な状況の場合。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
福井県

成年後見人等の報酬を支払うことで、生活保護法に規定する要保護者となる者。

石川県

・住民税が非課税である者で、成年後見人等の報酬等の助成を受けなければ、成年後見人等に対する
報酬の支払が困難な状況にあるもの。
・その他町長が必要であると認めた者。

石川県

成年後見人等に要する費用を支弁する能力が十分でないと認められるとき。

石川県

資産、収入等の状況から、成年後見人等報酬を負担することが困難であると市長が認める者。

石川県

資産、収入等の状況から、前号に掲げる者に準ずると市長が認める者。

石川県

本人の属する世帯の収入及び資産から通信費、交通費その他後見等の事務の遂行に必要な経緯費で
あって被後見人等が負担するもの及び336,000円（特別養護老人ホームその他の施設に入所している
場合にあっては、216,000円）を控除した額が、生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第
158号）により算定した最低生活費の額に満たない者。

石川県

1.生活保護。
2.住民税非課税で、助成を受けなければ報酬の支払が困難な状況にあるもの。
3.その他町長が認めた者。

石川県

当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

富山県

対象者について、成年後見制度利用にかかる費用を負担することで生活保護法による被保護者となる
者、報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者と定めている。

富山県

（1）生活保護受給者。
（2）資産・収入等の状況から、前号に準じると認められる者。

富山県

対象者の規定に「その他報酬を負担することが困難であると市長が認め者」と定めている。

富山県

（2）市民非課税であり、かつ、成年後見等の開始の審判申立に要する費用並びに民法（明治29年）に規
定する成年後見人、保佐人及び補助人（以下これらを「成年後見人等」という。）の業務に対する報酬第
次条に定める助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者。

富山県

○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱第6条
（2）資産・収入等の状況から、前号に準ずると認められる者。

富山県

助成の対象者は、市内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者である者及びこれに準ずる者。
（2）その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者。

富山県

後見人等の報酬が必要となる経費の一部ついて、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難で
あると認められる者。

富山県

一.生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
二.その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
富山県

その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者。

大阪

生活保護法による保護を受けている者又は本人及び世帯員の収入が少額であり、かつ活用できる資
産、貯蓄等がない者であって、後見開始の審判等の請求に係る費用及び成年後見人等に係る報酬を
負担することにより、生活保護法による要保護者となるもの。

大阪

別紙要綱第２条参照。

大阪

成年後見人等の報酬の全部又は一部について扶助を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な
状況にある者。

大阪

成年後見人等の報酬の扶助を受けることが出来る者は市長が後見開始審判等の申し立てを行い、裁
判所において成年後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
（１）成年後見人等の報酬の全部又は一部について扶助を受けなければ、成年後見人制度の利用が困
難な状況にあるもの
（２）生活保護を受けているもの
（３）その他市長が必要があると認めたもの

大阪

当該申立に要する費用を負担することが困難であると町長が認める者。

大阪

その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

大阪

（１）生活保護を受けいている者及びこれに準ずる者。
（２）その他当該申立に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者。

大阪

市長申し立てのみ。

大阪

預貯金５０万未満かつ、居住している家屋以外の不動産を所持していないこと。（他要綱参照）

大阪

その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

大阪

成年後見人等への報酬を負担することで生活保護法に規定する要保護者になる者。また、成年後見人
等の報酬に要する費用を負担することが困難であると市長が特に認める者。

大阪

（１）生活保護法第６条第１項に規定する被保護者。
（２）生活保護法第６条第２項に規定する要保護者。

大阪

成年後見等の報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

大阪

成年後見等の報酬の全部または一部について扶助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状
況にあるもの。

大阪

属する世帯の収入の総額から家庭裁判所の報酬付与の審判により決定した成年後見人等の報酬額を
控除した額が、生活保護基準において定められている額未満であること。（他要件あり）

大阪

生活保護を受けている者又はこれに準ずる者、その他当該申し立てに要する費用等を負担することが
困難であると市長が認める者。

京都

資産・収入の状況から被保護者に準じると認められる者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
京都

市長が申立てを行った被後見人等が報酬を助成することで生活保護法に定める被保護者となる又は市
長が必要と認める者。

京都

報酬を支払うことで生活保護基準に達する場合。

京都

その他当該開始審判申立にようする費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

京都

成年後見人、保佐人又は補助人の報酬を支払うことが困難であると町長が認めた者。

京都

要綱第２条第１項第２号に「その他申立てに要する費用等を負担することを困難であると町長が認める
者」と定める。

京都

①生活保護法の被保護者 ②成年後見人等の報酬を支払うことが困難であると市長が認めた者。

京都

①費用を負担することにより生活保護法上の被保護者となる②報酬の助成がなければ成年後見制度
の利用が困難な状況にあると町長が認めた者。

京都

①費用を負担することにより生活保護法上の被保護者となる②報酬の助成がなければ成年後見制度
の利用が困難な状況にあると町長が認めた者。

京都

①費用を負担することにより生活保護法上の被保護者となる②報酬の助成がなければ成年後見制度
の利用が困難な状況にあると町長が認めた者。

京都

①費用を負担することとで要保護者となる②その他助成をうけなければ成年後見制度の利用が困難な
状況にあると市長が認めた者。

兵庫

添付要綱参照。
「第2条 助成の対象者は，老人福祉法（昭和38年法律第133条）第32条，知的障害者福祉法（昭和35
年法律第37号）第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第51
条の11の2の規定に基づき，市長が審判請求を行う者のうち，次のいずれかに該当するものとする。
（1）生活保護を受けている者
（2）その他当該審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者」

兵庫

「活用できる資産及び貯蓄等がなく、後見人等に支払う報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成
年後見制度の利用が困難な者」と「生活保護受給者」とは別に項目に定めている。

兵庫

要綱第16条のとおり。
「後見人等の業務に対する報酬の助成の対象となる者は，家庭裁判所において後見人等が選任された
認知症高齢者，知的障害者及び精神障害者で，本市に住所を有し，次のいずれかに該当する者とす
る。
(1) 活用できる資産及び貯蓄等が乏しく，後見人等の業務に対する報酬の助成を受けなければ，成年
後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法に定める被保護者である者
(3) 後見人等の報酬を負担することで，生活保護法に定める要保護者となる者」

兵庫

別紙のとおり（要綱第3条、第5条の各第2号）
要綱第3条（2)次条の規定による費用を負担するとすれば、生活保護法の規定による保護を必要とする
状態となる者
報酬補助金・・・要綱第5条（2）報酬補助金の交付を受けたとすれば、生活保護法の規定による保護を
必要としない状態となる者
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
兵庫

「後見人等の報酬の費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者。」

兵庫

・活用できる資産・貯蓄等が乏しく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ後見等の
制度の利用が困難な者
・その他市長が必要と認める者

兵庫

要件として、①補助を受けないと制度利用が困難②現に生活保護法に定める被保護者③報酬等を負
担することで②の被保護者となるのいずれかと定めている。

兵庫

報酬の補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であるもの。

兵庫

第2条 この要綱による助成の対象者（以下「対象者」という。）は、市長が後見等の開始の審判の申立
てを行い、家庭裁判所により対象者と親族関係にない第三者が後見人等として選任された者で、次の
各号のいずれかに該当するものとする。（１）生活保護受給者（２）活用できる資産、貯蓄等が乏しく、後
見人等の報酬の全額又は一部の助成を受けなければ後見等の利用が困難な者（３）その他市長が必
要と認める者

兵庫

第2条 この要綱による助成の対象者（以下「対象者」という。）は、市長が後見等の開始の審判の申立
てを行い、家庭裁判所により対象者と親族関係にない第三者が後見人等として選任された者で、次の
各号のいずれかに該当するものとする。（１）生活保護受給者（２）活用できる資産、貯蓄等が乏しく、後
見人等の報酬の全額又は一部の助成を受けなければ後見等の利用が困難な者（３）その他市長が必
要と認める者

兵庫

別紙要綱参照。
第9条 後見人等の業務に対する報酬の助成の対象となる者は、家庭裁判所において後見人等が選任
された認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者で、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当
する者とする。
（1）活用できる資産、貯蓄等が乏しく、後見人等の業務に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見
制度の利用が困難な状況にある者（2）現に生活保護法に定める被保護者である者（3）後見人等の報
酬を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

兵庫

別紙要綱参照。
「第3条 この要綱により後見人等の報酬の全部又は一部を助成することができる本人は、次の各号の
いずれにも該当する者とする。
（１）市長による成年後見制度開始の審判請求を行った者であること。
（２）配偶者又は4親等内の親族以外の者が後見人等として選任されている者であること。
（３）選任されている後見人等が報酬付与の審判を請求したものの、本人が生活保護法（昭和25年法律
第144号）による被保護者その他本人に活用する財産がないため、後見人等の報酬の全部又は一部の
助成を受けなければ、後見人等へ報酬を支払うことが困難となり、成年後見制度の利用が困難になると
認められるものであること。」

兵庫

・後見人等の報酬助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
・現に生活保護法に定める被保護者である者。
・後見人等の報酬を負担することで生活保護法に定める要保護者となる者。
・その他市長が特に必要と認める者。

兵庫

市長申立てが要件となっている。

157/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

兵庫

別添「○○市成年後見人、保佐人及び補助人への報酬助成要綱」のとおり。
第2条 要綱の規程に基づき、市長が後見等開始の審判の申立を行い、家庭裁判所により後見人等が
選任された者で、次の各号のいずれかに該当する者を助成の対象者（以下「対象者」という。）とする。
（１）生活保護受給者
（２）活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見
制度の利用が困難な者
（３）その他、市長が必要と認める者

兵庫

その他審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると市長が認めた者。

兵庫

その他審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると市長が認めた者。

奈良

報酬の負担をすることによる、生活保護法に定める要保護者となるとき。

奈良

申立により成年後見人等が選任された場合であって、申立対象者が報酬費用の助成を受けなければ
成年後見制度の利用が困難であると認めるとき。

奈良

（２）資産、収入等の状況から前号に準ずると認められた者。

奈良

世帯の実収入見込み額が、（最低生活費の基準額に１２を乗じて得た額）に満たない世帯に属する者で
当該世帯の預貯金が８０万円以下である者。

奈良

収入が生活保護の基準以下という運用のため、生活保護を受給していなくてもよいとしている。

奈良

・助成を受けなかったら利用困難な方。
・報酬を負担することで生活保護になってしまう恐れのある方。

奈良

活用できる貯蓄等がなく、後見人等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。
前２号に揚げるもののほか、町長が必要と認める者。

奈良

活用できる貯蓄等がなく、後見人等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。
前２号に揚げるもののほか、町長が必要と認める者。

奈良

町長が必要と認める者。

奈良

（４）①の記載に加えて、「報酬付与審判の決定の日の属する年度（選任された日の属する月が４月から
６月までの場合においては前年度）の住民税が非課税である者で、報酬の支払いが困難なもの。
(生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関
する法律による支援給付を受けている者。)

奈良

第８条（１）成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な
状況にある時
（３）成年後見人等に対する報酬を負担することで保護者となるとき
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

奈良

助成の対象者は、市内に住所を有し、住民基本台帳（外国人登録原票を含む。）に記載されている者で
あった、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、特に市長が必要と認める者については、こ
の限りではない。
（１）生活保護を受けている者
（２）その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者

和歌山

市長が審判請求を行った場合において，後見人の報酬を対象者の資産状況から控除した時，
生活保護受給基準額を下回ることが予想される者，その他，市長が必要と認める者。

和歌山

その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者。

和歌山

費用負担が困難と市長が認めたもの。

和歌山

質問（4）①の回答に加えて，
(1)成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ，制度の利用が困難な状況にある場合
(3)成年後見人等に対する報酬等を負担することで，生活保護に規定する要保護者となる場合
２ 市長は特に必要があると認めた場合は，本市に居住していない者や住民基本台帳に登録されてい
ない者についても支援を行うことができる

和歌山

活用できる資産，貯蓄等がなく，後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ
成年後見制度の利用が困難な者。

和歌山

後見人等の報酬を対象者の資産状況から控除した時，生活保護受給基準額を下回ることが予想される
者。

和歌山

活用する資産，貯蓄等がなく，後見人等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な
者。
その他助成が必要と認めた者。

和歌山

生活保護受給者。
収入，預貯金，活用できる資産等がなく，報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の
利用が困難であると町長が認める者。

和歌山

活用できる資産，貯蓄等がなく，後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制
度の利用が困難な者。
その他町長が必要と認める者。

和歌山

当該費用を負担することが困難であると町長が認める者。

和歌山

(2)その他該当費用を負担することが困難であると町長が認める者。

和歌山

成年後見人等に対する報酬等を負担することで生活保護法に規定する要保護者となる者。

和歌山

(1)成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ，制度の利用が困難な状況にある場合
(2)生活保護法に定める被保護者である場合
(3)成年後見人等に対する報酬等を負担することで，生活保護に規定する要保護者となる場合
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
和歌山

市長が必要と認める者。

広島

（4）に添付。

広島

・報酬を負担することで要保護者となる場合。
・その他市長が特にその必要を認める場合。

広島

（助成の対象者）
第2条 成年後見等報酬の助成（以下「助成」という。）の対象者は、市内に居住する被後見人等のうち、
次の各号のいずれかに該当する者とする。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者。
（2）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成6年法律
第30号）による支給給付受給者。
（3）収入・資産等の状況から第1号又は第2号に掲げる者と同等の状態であると認められる者。
2.前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である被後見人等は助成
の対象者としない。

広島

市長が特に必要と認めた者。

広島

（1）生活保護受給者。
（2）第1号に準じると認められる者。

広島

その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

広島

（2）前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者。

広島

特に定めていない。

広島

市長が特に必要と認める者。

広島

助成の対象者として
（1）生活保護受給者及びこれに準じる者。
（2）報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。
（3）その他町長が特に必要と認める者。

広島

対象者は次の方である。
（1）認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者である者。
（2）事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者。
（3）審判の申立てを自ら行うことが困難である者。
（4）配偶者及び二親等内の親族による保護又は後見開始等の審判の申立ての期待ができない、又は
親族と音信不通の状況にあるか、親族から虐待を受けている者。
上記のうち生活保護受給者については報酬を助成することができる。

広島

「収入、資産等の状況が、助成金の交付を受けなければ成年後見人等に対する報酬の支払が困難な
程度である場合」と定めている。

山口

報酬等を負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者。報酬等の助成を受けなければ成
年後見制度の利用が困難な状況にある者。

山口

成年後見人等の報酬等の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

山口

（1）生活保護受給者。
（2）資産・収入等の状況から、前号に準じると認められる者。
（3）その他市長が特に必要と認めた者。

山口

（1）生活保護受給者。
（2）資産・収入等の状況から、前号に準じると認められる者。
（3）その他市長が特に必要と認めた者。

山口

資産、預貯金等がなく、成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ法定後見の利用
が困難な者。

山口

成年後見人等の報酬等の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

山口

前号に準じるものであって、成年後見人、保佐人又は補助人への報酬を負担することが困難であると○
○市長が認める者。

山口

資産、預貯金等がなく、成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ法定後見の利用
が困難な者。

山口

問（4）に同じ。
（（1）生活保護受給者。
（2）資産・報酬等の状況から、第1号に準じると認められるもの。）

山口

○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱第13条（別紙）

山口

資産、収入等の状況から、生活保護受給者に準じると認められる者。

山口

資産、収入等の状況から、生活保護受給者に準じると認められる者。

山口

被後見人等が収入及び資産の中から報酬を支払うことで、当該被後見人等が生計を維持することが困
難となると認められるとき。

山口

同上。
（(1)生活保護法による保護を受けているとき。
(2)被後見人等が収入及び資産の中から報酬を支払うことで当該被後見人等が生計を維持することが
困難になると認められるとき。）

山口

第7条（2）被後見人等が収入及び資産の中から報酬を支払うことで当該被後見人等が生計を維持する
ことが困難となると認められる時。

山口

成年後見人等の報酬等の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
成年後見人等の報酬等を負担することで、生活保護法による要保護者となる者。

岡山県

(４)②のとおり（①生活保護を受けている者②生活保護を受けている者のほか、成年後見人等の報酬を
負担することが困難であると市長が認める者。）

岡山県

別紙参照。

岡山県

(２)前号に掲げるもののほか、成年後見人、保佐人又は補助人への報酬を負担することが困難であると
市長が認める者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
岡山県

資産、収入等の状況から前号に準ずると市長が認める者。

岡山県

別紙要綱のとおり。

岡山県

前号に掲げるもののほか、成年後見人、保佐人又は、補助人への報酬を負担することが困難であると
町長が認める者

岡山県

(４)①のとおり（(１)生活保護者(２)資産・収入等の状況から、第１号に準ずると認められる者）

岡山県

生活保護を受けている者、活用できる資産や貯蓄等がないために、この告示による助成の交付を受け
なければ、成年後見の利用が困難な者又は、市長が必要と認める者。

岡山県

成年後見人、保佐人又は補助人への報酬を負担することが困難であると市長が認める者。

岡山県

同上（生活保護を受けている者、及びこれに準ずる者。）

岡山県

審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者、その他申立てに要
する費用を負担することが困難であると市長が認めた者。

岡山県

前号に掲げるもののほか、成年後見人、保佐人又は、補助人への報酬を負担することが困難であると
町長が認める者

香川県

資産、収入等の状況から生活保護法の規定による被保護者に準じると認められる者。

香川県

資産、収入等の状況から生活保護法の規定による被保護者に準じると認められるもの。

香川県

資産及び収入等の状況から前号（生活保護法の規定による被保護者）に準じると認められる者。

香川県

資産及び収入等の状況から前号に準じると認められる者。

香川県

①審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる場合。
②その他申立てに要する費用を負担することが困難であると市町が認めた場合。

香川県

①審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる場合。
②その他申立てに要する費用を負担することが困難であると市町が認めた場合。

香川県

（2）当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が
困難な状況にあると市町が認めた者。

香川県

その他報酬等を負担することが困難であると市町が認める者。

香川県

○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱第5条のとおり（別添）。

香川県

別添の○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱第5条のとおり。

香川県

審判の請求に要する費用を対象者が負担することで生活保護法に定める要保護者となる者。

香川県

生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。

香川県

その他当該開始審判申立てに要する費用等を負担することが困難であると市町が認める者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
香川県

町長は現に生活保護法による被保護者である者に対し定めるところにより家庭裁判所が決定した成年
後見人等への報酬の全部又は一部を助成することができる。

香川県

4ページの内容のとおり。

香川県

その他当該開始審判申立てに要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

徳島

（2）（回答内容不明）

徳島

（2）審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者。
（3）その他申立てに要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者。
報酬に関しても同様です。

えひめ

（4）①と同じ。（生活保護上の被保護者であることを報酬助成の要件としている）

えひめ

（4）自答参照。
（市長は審判の請求を行った要支援者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該要支援者が負
担する成年後見人等への報酬の全部又は一部を助成することができる。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく被保護者。
（2）資産、収入等の状況から前号に掲げる者に準じると市町が認める者。）

えひめ

（2）その他申立てに要する費用を負担することが困難であると市町が認めた者。

えひめ

（4）①の回答のとおり。
（市長は、対象者が生活保護法による被保護世帯又は前年度分の所得税の非課税世帯に属する場合
で、成年後見人等に対する報酬及び費用を支払うことが困難であると認めたときは、別に定めるところ
により、当該対象者に対し、助成金を交付することができる。）

えひめ

資産、収入等の状況から前号に掲げる者に準じると町長が認めた者。

えひめ

その他後見開始審判請求費用を負担することが困難であると町長が認める者。

えひめ

町長は、対象者が生活保護法による被保護者による被保護世帯又は前年分の所得税の非課税世帯に
属する場合で、成年後見人等に対する報酬及び費用を支払うことが困難であると認めたときは、別に定
めるところにより、当該対象者に対し、助成金を交付することができる。

えひめ

生活保護法に基づく被保護者。
審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による被保護者となる者。
その他申立てに要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者。

えひめ

別添○○市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱（平成22年6月22日 告示第121号）第3条参
照。

えひめ

（1）生活保護法に基づく被保護者。
（2）資産、収入等の状況から前号に掲げる者に準じると町長が認める者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

えひめ

※○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱より抜粋。
助成の対象者は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第32条、知的障害者福祉法（昭和35年法律第
37号）第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第51条の11の
2の規定に基づき、市町が成年後見等開始審判申立を行う者のうち、次のいずれかに該当するものとす
る。
（1）生活保護を受けている者及びこれに準ずる者。
（2）前号に掲げるもののほか、報酬費用を負担することが困難であると市町が認める者。

えひめ

成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難であると認めたとき。

えひめ

・報酬費用を負担することにより生活保護法に定める要保護者となる者。
・前2号に掲げる者のほか、報酬費用を負担することが困難であると市町が認める者。

えひめ

・報酬費用を負担することにより生活保護法に定める要保護者となる者。
・前2号に掲げる者のほか、報酬費用を負担することが困難であると町長が認める者。

福岡

資産及び収入の状況から前号（生活保護受給者）に準じると認められる者。

福岡

申立に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者。

福岡

「成年後見制度利用に係る費用を負担することにより、生活保護法に定める要保護者となる者」
「その他市長が必要と認める者。」

福岡

「成年後見制度利用に係る費用を負担することにより、生活保護法に定める要保護者となる者」
「その他市長が必要と認める者。」

福岡

（1）生活保護受給者
（2）資産及び収入の状況から前号に準じると認められる者

福岡

資産・収入等の状況から、生活保護受給者に準じると認められる者。

福岡

（4）と同じ。
（生活保護者。資産・収入等の状況から生活保護者に準ずると認められる者。）

福岡

（1）生活保護受給者。
（2）資産及び収入の状況から前号に準じると認められる者。

福岡

（4）①に同じ。
（（1）報酬等扶助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
（2）現に被保護者である者。
（3）成年後見人等の報酬を負担することで要保護者となる者。）

福岡

資産及び収入の状況から、生活保護受給者に準じると認められる者。

福岡

資産・収入等の状況から、生活保護者に準ずると認められる者。

福岡

助成の対象者は、介護保険サービス、障害福祉サービスを利用し、又は、利用しようとする判断能力が
十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者であり、後見人等必要となる経費の一部について助成
を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者で、生活保護を受けている者以外で
は市長が認める者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
福岡

別紙のとおり。

福岡

生活状況から報酬を負担することが困難であると市長が認める者。

福岡

（4）の①と同じ。
（生活保護の制度では報酬に係る費用を受給者に受給することになっておらず、代わりに報酬を助成す
ることが必要であるため。）

福岡

資産及び収入等の状況から生活保護に準ずると認められる者。

福岡

成年後見人等の報酬費を負担することで、生活保護法に定める要援護者となる者。

福岡

市長は、第3条第2項の規定により本市が審判請求を行った要支援者のうち、次の各号のいずれかに該
当する者に対し、後見人報酬を助成するものとする。
（2）後見人等の報酬を負担することで、生活保護の受給対象者となる者。

福岡

・当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用を対象者が負担することで、生活保護法に定める要
保護者となる者。
・その他当該選任された成年後見人等の報酬に係る助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困
難な状況にあると市長が認めた者。

福岡

収入、資産の状況から前号に準じると市長が認める者。

福岡

（1）その他市長が必要と認める者。

福岡

資産及び収入等の状況からそれに準ずる者。

福岡

資産・収入等の状況から、第1号に準ずると認められる者。

福岡

（1）生活保護法に定める被保護者。
（2）資産・収入の状況から第一号に準じると認められる者。

福岡

市長は、次に掲げる者が負担する後見人等への報酬を助成することができる。
（1）生活保護者。
（2）資産、収入等の状況から、前号に準ずると認められる者。

福岡

資産、収入等の状況から前号（生活保護者）に準ずると認められる者。

福岡

困難であると町長が認める者。

福岡

その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

福岡

生活状況から報酬を負担することが困難であると町長が認める者。

福岡

別添要綱参照。（○○市成年後見制度利用支援事業補助金交付要綱）

福岡

資産及び収入等の状況から前号に準ずると認められる者。

福岡

活用できる資産、預貯金がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制
度の利用が困難な者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
福岡

「成年後見等の報酬の費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者。」
「その他市長が必要と認める者」

福岡

活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度
の利用が困難な者。

福岡

<対象者>
①現に生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者である者。
②成年後見制度の利用に係る費用を負担することにより、生活保護法に定める要保護者となる者。
③その他市長が必要と認める者。

福岡

その他当該審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者。

福岡

費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認めた者。

福岡

その他当該審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者。

佐賀

活用できる資産、貯蓄等がなく成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ生活保護
受給の対象者となる者

佐賀

活用できる資産、貯蓄等がなく成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ生活保護
受給の対象者となる者

佐賀

助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と認められるもの。市長が必要と認めるもの。

佐賀

①生活保護受給者②助成を受けなければ後見制度の利用が困難と認められるもの③前２号に掲げる
もののほか、町長が必要と認めるもの

佐賀

①生活保護受給者②助成を受けなければ後見制度の利用が困難と認められるもの③前２号に掲げる
もののほか、町長が必要と認めるもの

佐賀

①生活保護受給者②助成を受けなければ後見制度の利用が困難と認められるもの③前２号に掲げる
もののほか、町長が必要と認めるもの

佐賀

①生活保護者②資産、収入等の状況から、前号に準じると認められたもの。

長崎

市長は審判請求より選任された成年後見人等が家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所
が報酬の付与及びその額を決定した場合において、本人が次の各号のずれかに該当するときは、本人
に対して報酬の支払に要する費用の全部又は一部を助成することができる。
（1）生活保護受給者及びこれに準ずる者。
（2）市県民税が非課税であり、成年後見人等に対する報酬の支払が困難な状況にある者。
（3）その他市長が特に必要であると認める者。

長崎

・成年後見人等の報酬を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者。
・収入・資産等の状況から、成年後見人等の報酬の助成を受けなければ、成年後見人等の制度の利用
が困難な状況にある者。

長崎

（1）成年後見人等の報酬を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者。
（2）収入・資産等の状況から、成年後見人等の報酬の助成を受けなければ、成年後見人等の制度の利
用が困難な状況にある者。
（3）その他町長が必要と認める者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
長崎

市長申立の対象者に限る。

長崎

別紙 ○○市成年後見制度申立事業実施要綱第9条のとおり。

大分

①成年後見人等の報酬等の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。
②成年後見人等の報酬等を負担することにより、生活保護法による要保護者となる者。

大分

助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるとき。その他市長が助成の必要があると
認めるとき。

大分

助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるとき。その他市長が助成の必要があると
認めるとき。

大分

成年後見人等の報酬の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状
況にある者。

大分

成年後見人等の報酬等の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者。

熊本

成年後見人等に対する報酬費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある
者。

熊本

（4）のとおり。（当該認知症高齢者等の収入等の状況が、次のいずれかに該当する場合
ア.生活保護法による被保護者。
イ.後見人等に報酬を支払う事で生活保護法の被保護者となる場合）

熊本

報酬費を支払うことにより、成年後見人等が生計を維持することが困難になると認められる者（第10条）

熊本

資産、収入等から前号に準じると認められる者。

熊本

成年後見制度に要する費用等を負担することで著しく生活に支障が出ると町長が認める者。家庭裁判
所の審判及び命令により、町が事業の費用負担の全額又は一部を行うこととされた者。

熊本

（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者。
（2）審判請求により選任された成年後見人、保佐人又は補助人（以下これらを「成年後見人等」という。）
に報酬を支払うことにより、成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められる者。

熊本

後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となるおそれがあるもの。

熊本

別添要綱参照（○○町成年後見制度利用支援事業実施要綱）

熊本

成年後見人等への報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる者。

熊本

上述。（生活保護法による被保護者。成年後見人に報酬を支払うことで生活保護の被保護者となる場
合。）

熊本

別添資料のとおり（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）

熊本

成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護の被保護者となる場合。

熊本

（2）助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と認められる者。
（3）前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者。
（別紙要綱参照）
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
熊本

成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる場合。

熊本

別添のとおり。

熊本

別添のとおり。

熊本

成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法第6条第2項に規定する被保護者となる者。

熊本

後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる場合。

宮崎県

要綱参照願いたい。（○○市成年後見制度利用支援事業運営要綱）

宮崎県

下記の要件すべて満たす者。
・住民税課税者の被扶養者でなく、かつ生計を同じくしていないこと。
・本人及び本人の属する世帯の構成員の年間収入合計額が、生活保護基準に基づき算定した当該世
帯の年間需要額（1人世帯の場合は、80万円以下とし、世帯構成員が1人増えるごとに40万円を加えた
額とする。）及びその他必要と認められる経費の合計額（年額）以下の世帯に属していること。
・本人及び本人の属する世帯の構成員の預貯金及び有価証券の合計額が150万円以下の世帯に属し
ていること。

宮崎県

（1）市民税を課されておらず、活用できる資産、貯蓄等がなく成年後見人等に対する報酬の助成を受け
なければ、成年後見制度の利用が困難な者。
（2）その他市長が認める者。

宮崎県

活用できる資産、貯蓄等がなく成年後見人等に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利
用が困難な者。

宮崎県

活用できる資産、貯蓄等がなく、審判申立に要する費用及び成年後見人等の報酬を負担することで生
活保護法による要保護者に相当する者。

宮崎県

・活用できる資産、貯蓄等がなく、審判申立に要する費用及び成年後見人等の報酬を負担することで生
活保護法による要保護者に相当する者。
・その他町長が特に認める者。

宮崎県

活用できる資産、貯蓄等がなく、成年後見人等に対する報酬等を負担することにより要保護者状態とな
る者。

鹿児島

まだ要綱を策定していない。

鹿児島

活用できる資産、貯蓄等がなく、かつ、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ、成年
後見制度の利用が困難な者。

鹿児島

第6条 市長は次に掲げる者が負担する成年後見人・保佐人又は補助人への報酬を助成することがで
きる。（１）生活保護受給者 （２）資産・収入等の状況から、前号に準じると認められる者

鹿児島

○活用できる資産・貯蓄等がなくかつ、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後
見制度の利用が困難な者。 ○その他市長が必要と認めるもの。

鹿児島

第８条第１項（２）活用できる資産・貯蓄等がなくかつ、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けな
ければ成年後見制度の利用が困難な者
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。
鹿児島

②活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見
制度の利用が困難な者

鹿児島

成年後見人等の報酬に対して助成を受けなければ利用が困難と認められる者

鹿児島

（助成金の支給対象者）第２条助成金の支給対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する
者とする。 ・成年後見制度における市長の審判請求に関する要綱（平成１４年５月１日制定）の規定に
基づき、市長が審判請求を行い、家庭裁判所の審判により後見、保佐又は補助が開始された者である
こと。 ・経済的理由等により本人に後見人等の報酬の支払いについての負担能力がなく、かつ、親族
その他の関係人の援助を期待できないため、後見人等の報酬を負担することが困難であると市長が認
めた者であること。

鹿児島

（助成金の支給対象者）第２条助成金の支給対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する
者とする。 ・成年後見制度における市長の審判請求に関する要綱（平成１４年５月２日制定）の規定に
基づき、市長が審判請求を行い、家庭裁判所の審判により後見、保佐又は補助が開始された者である
こと。 ・経済的理由等により本人に後見人等の報酬の支払いについての負担能力がなく、かつ、親族
その他の関係人の援助を期待できないため、後見人等の報酬を負担することが困難であると市長が認
めた者であること。

鹿児島

第3条 助成の対象者は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人及び成年後見に係る審判の申立てを
行う者が、次のいずれかに該当する者とする。（１）生活保護を受けている者 （２）中国残留邦人等の円
滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 （３）そ
の他申し立てに要する費用又は成年後見人等に対する報酬を負担することが困難であると市長が認め
る者

鹿児島

・成年後見人等への報酬を支払うことにより生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となる者 ・活
用できる資産・貯蓄等がなく、成年後見人等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難
であると市長が認める者。

鹿児島

・成年後見人等への報酬を支払うことにより生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となる者 ・活
用できる資産・貯蓄等がなく、成年後見人等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難
であると市長が認める者。

沖縄

成年後見等開始審判の申立に要する費用等を負担することが困難であると村長が認める者。

沖縄

添付要綱に明記。

沖縄

規程第3条（助成金の交付）を参照。
第3条 被後見人等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該被後見人等に助成金を交付する
ことができる。
（1）生活保護法（昭和25年法律第144号）に規定する被保護者。
（2）民法第862条に規定する報酬を被後見人等の資産から控除した場合において、生活保護法による
保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）に基づき算定した最低生活費を下回る者。
（3）前2号に掲げる者に準ずる程度に困窮している者で市長が認めるもの。

沖縄

課税・非課税等の要件あり。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その場合の要項での要件の規定は、どのように定めていますか。

沖縄

（4）-②と同じ。
（「これに準ずる者」とは■■に「活用できる資産・貯蓄等がなく、成年後見人、保佐人又は補助人の報
酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者」として規定あり。又、「その
他村長が認める者」として規定もある。）

沖縄

活用できる資産、貯蓄等がなく費用の支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。

沖縄

生活保護を受けている者又はこれに準じている者。

沖縄

・前年の年間収入が国民年金法（昭和34年法律第141号）第33条第2項に規定する障害基礎年金の額
相当額未満の者。
・その他特に市長が必要と認める者。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等のアンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
２ 報酬助成の要件についてお聞きします。（以下は報酬助成をしている自治体のみ、お答えください。）
（５）生活保護上の被保護者でなくても、報酬助成を受けることができますか？
その他意見がありましたら、自由に記載してください。
千葉県

親族援助が期待できず、助成をしなければ制度利用が困難な状況にある方は、市長申立をしている現
状があり、報酬助成のみでは継続した支援にならないと考える。

とちぎ

市長申立てした方は、市として把握でき報酬助成もできるが、親族等が申し立てをした方については、
どのように把握していいのかわからない。

群馬

検討中。

静岡

今後要検討。

岐阜県

実績がなく、現在生保受給と要件とするか検討中。

大阪

当市実施要綱を別添する。

京都

平成２４年４月１日改訂により、要綱第２条第１項第２号を「対象費用の助成を受けなければ、成年後見
制度の利用が困難な状況にある者」とする。

和歌山

上記の規定であるが，具体的な金額，資産の状況まで定めていないため，実際ケースが出てくると判
断が難しい。

岡山県

平成24年4月1日施行の要綱上の規定「活用できる資産、貯蓄等ができないため、この告示による助成
を受けなければ成年後見人制度を利用することが困難であると市長が認める者。」

えひめ

要綱変更中で後見人報酬助成は家庭裁判所の審判にもとづいた報酬費のため、後見人活動に応じた
報酬助成ができない。

えひめ

前頁参照。（生保受給者だけとする要件限定していない。生保受給者または前年度分の所得税の非課
税世帯に属する者で支払うことが困難な者としている。）

福岡

「その他市長が必要と認める者」についての基準は今のところ定めていない。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１報酬助成についてお聞きします。
３報酬助成の実施についてお伺いします。
（1）平成22年における、一件当たりの報酬助成の平均額を教えてください。
上記の区分以外の方法で決めている等の場合、どのように規定しておられるか、教えてください。
函館

平成24年4月1日から助成につき該当なし。

秋田

報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部を予算の範囲内で助成することができる。

秋田

予算の範囲内での助成。

青森

H23年度より要綱を定めて実施した。

青森

区分はありません。

青森

在宅の者月額28,000円、施設の者月額18,000円を上限としている。

青森

実施要綱において、在宅の場合月額28,000円、施設入所の場合月額18、000円を上限として規程。

青森

報酬額の予算は計上していないが、必要に応じ補正して助成する。

東京

入所18,000円/月、入所以外28,000円/月

東京

上記の区分ではなく、被後見人の資産がおおむね100万円以下を助成対象としている。

東京

社会貢献型後見人について上限を5,000円以内/月と定めている→別紙要綱参照）。

神奈川県

月の上限額28,000円

神奈川県

報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬の額の範囲内。

神奈川県

在宅上限28,000円/月、入所・入院中上限18,000円

神奈川県

平成22年までは市長申立の場合月額3万円、市長申立以外の場合月額2万5千円と想定していた。

神奈川県

在宅、入所・入院中と区分けせず、上限を1ケ月あたり28,000円としています。

神奈川県

在宅、入所・入院に限らず、上限を28,000/月としています。

神奈川県

施設入所、入院中の場合：月額18,000円上限。
その他の場合：月額28,000円上限。

神奈川県

要綱上上限額として、在宅28,000円、施設18,000円。

千葉県

報酬の助成金額は家庭裁判所が決定する報酬額とする。ただし、特別養護老人ホーム等の施設に入
所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。

千葉県

特別養護老人ホーム等の施設入所者 月額18,000円
その他の者 月額28,000円

千葉県

家庭裁判所の決定額による。

千葉県

報酬付与の審判により確定した額、ただし月額28,000円を上限とする。

千葉県

報酬付与の審判により確定した額、ただし月額28,000円を上限とする。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１報酬助成についてお聞きします。
３報酬助成の実施についてお伺いします。
（1）平成22年における、一件当たりの報酬助成の平均額を教えてください。
上記の区分以外の方法で決めている等の場合、どのように規定しておられるか、教えてください。
千葉県

平成17年までの標準的単価 厚生労働省老健局所管「介護予防・地域支え合い事業」。在宅28,000円/
月。施設18,000円/月。

千葉県

要項8条 施設入所 月額18,000円、その他 月額28,000円。

千葉県

在宅の場合1月28，00円、入所している場合1月18,000円を上限に定めている。

とちぎ

上記金額は、実施要綱で定めている。

とちぎ

別紙参照

とちぎ

未定。

とちぎ

費用助成の実績がないので、金額は不明。

群馬

50,000 詳細は添付の運用規定のとおり。

群馬

家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲内として、在宅28,000円、入所・入院18,000円を上限とするこ
とになっている。

群馬

在宅 28,000円限度、施設 18,000円限度。（旧○○市1回、○○町、○○町1回）28,000円×6月×2回
＋18,000円×6月×2回＝552,000

静岡

実施要綱第10条に規定。

静岡

予算額は計上していないが、予算補正により対応の予定。

静岡

在宅：月額28,000円、施設等：月額18,000円。上記金額を限度とし、家庭裁判所が決定した額の範囲内
とする。

静岡

各月における上限額 在宅：28,000円、施設等：18,000円

静岡

１ヶ月28,000円を上限とする（入院・入所は1ヶ月18,000円）

山梨

在宅：＠28,000/月、入所・入院：＠18,000/月。

山梨

在宅：月28,000円を上限。施設：月18,000円を上限。

新潟県

全国平均と思われる額。

新潟県

特に規定せず、、上限のみ360,000/件規定。ただし、H24～は2の事業について報酬は廃止。

新潟県

28,000円を上限（要綱を参照）。

新潟県

在宅28,000円、施設入所者等18,000円。

新潟県

月額28,000円を限度額としている。

新潟県

月額28,000円を限度額としている。

新潟県

第6条 助成金の額は、後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とし、在
宅の被後見人にあっては月額28,000円を、施設に入所している被後見人等については月額18,000円を
上限とする。
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第１報酬助成についてお聞きします。
３報酬助成の実施についてお伺いします。
（1）平成22年における、一件当たりの報酬助成の平均額を教えてください。
上記の区分以外の方法で決めている等の場合、どのように規定しておられるか、教えてください。
新潟県

第6条参照。

新潟県

申立て費用110,000円/件×1件、後見人等報酬28,000円/件 月×1件×12月→446,000円で予算は計
上している。

愛知

要綱にて規定。助成額は、家庭裁判所が決定する金額とする。ただし、被後見人が特別養護老人ホー
ム等の施設に入所している場合は月額18,000円、その他の場合は月額28,000円を限度とする。

愛知

在宅・入所・入院の区別はない。平成22年度における1件あたりの平均額は約177,000円。

三重

実績なし。

三重

金額を明記しておらず、改訂を検討すべきと考えている。おおむね在宅28,000円、入所・入院18,000円以
下と考えている。

三重

在宅は、28,000円×１２ヵ月＝３３８，００００円。施設は、18,000円×12ヵ月=216,000円。

岐阜県

24年度からは（施設18,000円×12ヵ月、在宅28,000円×12ヵ月）計622千円計上。

岐阜県

予算としては申立手数料を毎年あげてある。実績がないため助成額は弁護士会がだされた資料を参考
にしている。

岐阜県

裁判所が決定した報酬額の満額を助成している。

福井県

要綱に規定。

石川県

在宅→月額28,000円、施設・入院→18,000円を上限とする。

富山県

要綱において、被後見人等の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所又は病院に入院して
いる場合にあっては月額18,000円を上限とし、予算の範囲内で負担すると定めている。

富山県

家裁の審判の決定額に基づいて助成しています。

京都

報酬助成は裁判所の報酬決定の審判に基づいて行っている

京都

要綱により、在宅高齢者月額２８０００円、施設入所の高齢者月額１８０００円を限度とする。

兵庫

H23年度より、在宅の者、月額28,000円、施設等入居者月額18,000円と限度額を決めた。

兵庫

要綱において、在宅の場合は1月当たり28,000円、入院入所中の場合は18,000円を助成の上限と定め
ている。

兵庫

実績なし
在宅月28,000円、入所・入院中月18,000円を上限としている。

和歌山

在宅の場合 31,000円/月

和歌山

28,000円/月 を上限

和歌山

在宅の場合 ０円

和歌山

在宅 28,000円/月

入所・入院中の場合 20,000円/月

入所・入院中の場合 ０円
施設入所者 18,000円/月
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１報酬助成についてお聞きします。
３報酬助成の実施についてお伺いします。
（1）平成22年における、一件当たりの報酬助成の平均額を教えてください。
上記の区分以外の方法で決めている等の場合、どのように規定しておられるか、教えてください。
和歌山

在宅 28,000円

施設入所者 18,000円 （上限月額）

和歌山

在宅の場合 28,000円を上限
ます

和歌山

在宅の場合 28,000円

和歌山

在宅の場合 ０円

和歌山

上限 28,000円

入所・入院中の場合 18,000円を上限 平成２４年度から予定をしてい

入所・入院中の場合 18,000円

入所・入院中の場合 ０円

山口

家庭裁判所より審判された金額としているが上記のとおり上限額の範囲内としている。

山口

平成23年度から予算化している。

岡山県

入所・入院中の上限額は、１８，０００円／月としている。

岡山県

施設入所者 月額 １８，０００円 その他の者 月額 ２８，０００円 を基準

岡山県

在宅 月額 ２８，０００円 / 施設 月額 １８，０００円

岡山県

在宅者にあっては月額28，０００円、施設入居者は月額18，０００円を上限とする。

香川県

他市町村の要綱を参考にした。

香川県

報酬助成の上限を決めています。
在宅者 28,000円（月額）
入院・入所者 18,000円（月額）

えひめ

28,000（月）×12月＝336,000

えひめ

後見人等に対する報酬等の定員相当額の範囲内とし月額3万円を限度とする。

えひめ

事例がなかったため。

えひめ

※○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱より抜粋。
助成対象費用は、成年後見人、保佐人又は補助人（以下「成年後見人等」という。）の報酬の全部又は
一部とする。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。
成年後見人等の報酬助成額は、介護施設等に入所している者については月額18,000円を、その他の者
については月額28,000円を基準とする。

えひめ

要綱では、28,000円/月、を上限としている。

福岡

要綱では、上限を定めている。（在宅の場合28,000円、施設の場合18,000円）

福岡

施設18,000円。

福岡

上限3万円。

福岡

区分なく、28,000円/月額一率。
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第１報酬助成についてお聞きします。
３報酬助成の実施についてお伺いします。
（1）平成22年における、一件当たりの報酬助成の平均額を教えてください。
上記の区分以外の方法で決めている等の場合、どのように規定しておられるか、教えてください。
福岡

入院入所中月額18,000円、それ以外28,000円。ただし、いずれも家裁の付与決定額を上限とする。

佐賀

家庭裁判所が決定した額。ただし在宅28000円、施設入所18000円を上限とする。

佐賀

在宅28000円、施設入所18000円を上限とする。

長崎

在宅：月額上限28,000円
施設入所：月額上限18,000円

宮崎県

市長が助成する額は後見開始等の後に必要となる成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲内と
し、予算に定める額を上限とする。

鹿児島

平成23年3月1日付けで要綱制定。在宅28,000円／月。入所・入院中は18,000円／月。

鹿児島

月28,000円×1人×12月

鹿児島

全国の平均を基本に予算化しました。

鹿児島

月額280,000円とし、支給額は経費の額と比較していずれか少ない方の額とする。

鹿児島

（助成金の支給額）第4条助成金の基準額は、月額28,000円とする。 2助成金の支給額は、前条に規定
する経費の額と前項の基準額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

沖縄

実費の範囲内とする。

沖縄

在宅28,000円/月、入所・入院18,000円/月 以内。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
函館

現実的に利用が必要な方は少ないと思われるが、必要な制度ではある。報酬をどのようにすべきかは
判断できない。

旭川

各自治体で実施要綱を整備すれば利用可能と思われる。

旭川

今のところ、判断できない。

旭川

負担可能な報酬額の範囲で制度を利用できるようにすべき。

旭川

親族後見に対して無報酬という現行の制度が、受け手を減らしているのでは。

旭川

後見人等と被後見人等の双方が納得する報酬額を決定すべき。

釧路

国が全てとは言わないが、ある程度の負担は必要。

釧路

無報酬又は低額でやるしか仕方がない。

釧路

関連機関と検討中である。

釧路

申立費用は民事法律扶助の利用等、報酬は国や地方自治体が負担する体制づくりと協力・連携並び
にその周知を推進すべき。

釧路

財産管理の必要性自体薄いと思われるが、それでも必要であれば国等公の負担でせざる得ないので
はないか。

山形

町として、報酬助成を認めると判断した場合。

山形

大変難しい問題であり、判断できない。

山形

本人が困窮者であっても親族が経済力のある場合、費用負担は親族がするべき。

山形

どこが負担すべきかはともかく、制度利用が出来るように助成は必要である。

山形

後見人の報酬助成など、町としても今後取り組んでいければと思う。

秋田

国がすべて費用負担することは望ましいが、自治体財政状況を勘案した負担割合いがあっても良いの
ではないか。

秋田

成年後見制度の利用について支援している。

秋田

親族等が存在する場合、原則的にその方たちが被後見人を支援すべきである。支援者が不在の場合
に限り、公的支援が必要と思う。

秋田

地域貢献、社会後見的理念のもとによる市民後見人の活用。

秋田

ここでの「経済的困窮者」の定義が不明確なので回答が困難です。

秋田

公的支援は必要と思われる。

青森

誰でも成年後見制度が利用できるようにするためには公的財政支援は不可欠である。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
青森

さまざまな事情の方に制度を利用できる様にすることは必要だと思います。

青森

全ての経済的困窮者に係る報酬助成を行うことは困難である。

青森

困窮者が成年後見を利用する事例が少ない。

青森

生活保護受給者については、後見人等の報酬を市長扶助で支給可能にすべき。

東京

困窮者についても成年後見制度を使うことができるよう、国や都などど協力し体制を整備する必要があ
ると考える。

東京

助成制度の充実や市民後見人の養成、活動支援等を行うことで、経済的困窮者でも成年後見制度を
利用できるようにすべきであると思う。

東京

港区では要綱で定め対処している。

東京

困窮者の利用ニーズは高いと思われる。困窮者の定義の検討を行った上で国がすべてを賄うか、後
見人が無報酬でやるかについての調整を図ることが必要であると考える。

東京

担当者個人の意見となってしまうのでノーコメント。

東京

市民後見人の養成に努めていく。

東京

成年後見制度は、高齢者や障害者の権利擁護のためのセーフティネットの１つであり、公で利用が保
証されるべきと考える。しかしながら、現実には、経済的困窮者の多くが後見人を必要としている理由
である身上監護が、後見人選任によって充分なされているとは言えず、制度利用支援とともに後見人
の質の向上が必要と考える。

東京

身上監護を必要とする方への支援のため、国制度で成年後見人等への助成制度を構築すべきであ
る。

東京

当面、区市町村ごとの基準で実施するしかない。

東京

自治体で困窮者への支援が難しい場合には社会福祉協議会等の地域の団体で困窮者への支援して
いかなくてはいけない。

東京

・生活保護法の被保護者の報酬は生活保護費で支給するのが妥当ではないか。
・国が経費負担する場合は介護保険料に影響しないようにしていただきたい。
・生活保護法の被保護者については上記のほかに公後見（ケースワーカーが後見人の役割の一部を
果たす）のような”しくみ”を考えられないか。

東京

介護保険制度や障害施策の対象とならない人も、被後見人となりうることから、年齢、障害の有無に関
わらず、低所得であることが成年後見制度利用の妨げにならないように、制度設計をあらためるべき。

東京

それぞれの事由があり、様々な角度から今後どのように行っていくか検討中。

東京

財産の有無に関わらず、成年後見制度の利用ができるよう、現在ある制度（成年後見制度利用支援事
業）を障害や年齢等の種別にかかわらず、基礎自治体の必須事業にしてほしい。また、生活保護利用
者については後見扶助を設けてほしい。

東京

社会貢献型後見人制度の活用が適切であると思われる。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
東京

必要性があれば利用を支援してゆく。

東京

生活保護受給者については、「成年後見扶助」を創設してほしい。

東京

福祉サービスの契約等、財産管理以外の理由で後見開始等の申立てが必要となる場合があり、財産
の過多により申立てに影響がでないように助成制度を設けている。

東京

国がすべて費用を負担するのは難しいと思われるので、区の助成を継続すべき。

東京

本人が支払える額と後見人としての業務を勘案し、不足分を国、自治体で負担すべきである。

東京

○○区報酬費用助成要綱で生活保護法の被保護者や助成を受けなければ成年後見制度の利用が困
難な経済的困窮者を対象としてることから、区としては生活困窮者でも、後見人を必要とする者に対し
ては、区長申し立てを行う考えである。

東京

真に必要な方が利用できる制度にしていきたいと思っております。

東京

地域生活支援事業を活用して、利用できるようにする。

東京

国がすべての費用を出すことは、現実的に難しいでしょうから、自治体も協力すべきだと考えます。し
かし、今後、急増するであろう判断能力のない方への対応については、成年後見制度利用以外の方法
でもフォローをしていく必要があると考えています。たとえば、エンディングノートの公用化や任意委託
契約の充実など。ご自身の判断能力やある程度の資力のあるうちに自分の将来をしっかりと考え、そ
の時がきたら金融機関や介護福祉機関などが積極的に支援が出来る新しい取り組みが必要だと考え
ます。

東京

経済的困窮者も成年後見制度を利用できるよう経費その他において区市町村の負担増が避けられる
よう国や都がバックアップしてほしい。

東京

今後、超高齢社会の到来などにより、成年後見制度の需要の増加が予想される。そのため、判断能力
の不十分な方々の権利擁護として、本人の収入や資産状況等を理由とする不利益が発生しないよう、
区市町村や関係機関による利用環境の整備が必要であり、それに伴い、都及び国における支援体制
の拡充が必要と解される。

東京

国及び都道府県、各自治体で費用負担すべき。

東京

国及び都道府県で費用負担。

東京

利用される方の置かれている条件にもよるが必要な方は平等に利用できればよいと思います。

東京

個別の事例を精査し必要であれば制度（あんしん生活の助成制度を意味する）を利用する。

東京

その方の状況に応じて負担困難な部分は国が負担すべき。

東京

法の下での権利擁護が平等に提供されるように資力のない者に後見業務を提供する仕組みを設けて
いる。←○○成年後見センターのことを意味する。

東京

※○○成年後見センターを利用していただく。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。

東京

国、自治体（都道府県、区市町村）がそれぞれ分担して負担すべきであると考える。しかし、生活困窮
者の場合、福祉的な意味合いが強いことから、福祉専門職が後見人となることが望ましいと考える。

東京

国、自治体、都道府県がそれぞれ分担し、制度を活用していくべきであるが、生活困窮者の場合、財産
の管理よりは福祉的身上監護の意味合いが強くなるため福祉的専門職が後見人として望ましいと思
う。

東京

生活保護受給者に関しては、扶助費の範囲として報酬助成があるべきだと考えます。現在の利用支援
事業は対象者別で補助率も異なるなど利用しにくく、また家裁による審判額の基準も不明瞭で、目安
程度しか明らかになっていない。利用支援事業が利用しやすく改善され、全国統一で基準や報酬金額
が提示されれば、助成が可能になる区市町村も多いと考える。
社会福祉課から生活保護の担当部署へは、扶助費の範囲として報酬助成があるべきとの話しは伝え
てあるとのこと。

神奈川県

費用の貸付制度を設ける。リバースモゲージの導入。

神奈川県

報酬は公費負担とすべきとは思うが限界があり、無報酬に近い形で協力を惜しまない人材（市民後見
人等）の確保が必要である。そのためには、法律専門家のバックアップが必要である。

神奈川県

資力の貧しい者でも成年後見制度を活用でいるよう行政等による仕組み作りが必要である。

神奈川県

成年後見制度利用支援事業の助成対象拡大等により経済的困窮者の成年後見制度の利用促進を図
る必要があると思う。

神奈川県

ケースによりますが、必要な時に必要な時に利用できる状況は必要であると考える。

神奈川県

ケースによりますが、必要な時に必要な時に利用できる状況は必要であると考える。

神奈川県

簡易な手続きで費用がかからずにできる方法があるといいと思います。

神奈川県

簡易な手続きで費用がかからずにできる方法があるといいと思います。

神奈川県

本人が一部負担し、それ以外は公費で負担（上限を決める）

神奈川県

毎日の生活課題が成年後見制度の利用のみをもって解決できるとは限らない為、なかなか制度利用
につながらないと考える。

神奈川県

後見人等の活動が長期間に渡ることが考えられるため、安定的な報酬助成が必要となることが考えら
れる。そのためには旧措置費のように国による全部又は一部負担することが望ましいと考える。

神奈川県

報酬助成については各市町村で助成対象者や内容が異なるので一律に県等も予算をつけるなど。

神奈川県

現制度で問題ない。

神奈川県

経済的困窮者に対しても、成年後見制度利用支援事業を利用していただきたいが、今後認知症高齢
者の増加等により利用支援事業の利用が増えた場合の財源の確保は課題である。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
神奈川県

介護保険制度の枠組みに取り入れる、生活保護の扶助の一つとするなど。

神奈川県

措置的対応の必要性を感じる。

神奈川県

生活保護受給者の場合は、報酬の扶助を新設してほしい。

千葉県

身上監護の面から必要とされる例は増えているが、経済的困窮者の場合報酬費の支払いが困難な場
合も多い。市民後見人等の普及が求められてくると思われる。

千葉県

現に利用支援制度を設けており、今後も活用していただければと考えている。

千葉県

国や地方公共団体で助成制度をつくるべきだと思う。

千葉県

適切な金銭管理や福祉サービス等の契約が必要な場合は、成年後見制度の利用が望ましい。

千葉県

○○市の現要項では、報酬助成対象者は生活保護法上の被保護者に限定していない。現状で良いと
思う。

千葉県

地域支援事業ではなく、介護給付(1割負担）として取扱う。

千葉県

障害者自立支援法地域生活支援事業に基づく必須事業であるが、市町村の実質負担率が高いことも
各市町村の負担増になっているのではないか。

千葉県

相続人がいない場合の資産を国ではなく地方で被後見人のために活用できるような仕組みができない
か。（基金のようなもの）。

千葉県

公費での負担や社会貢献型市民後見人の活用等、方策は様々かと捉えており、今後の検討課題。

千葉県

収入の有無によって負担の仕方を変える等、必要な方が利用しやすい制度設計にできる事が望ましい
と考えます。

千葉県

費用負担は国または市町村で経済的困窮者であっても必要があれば成年後見制度の利用にむけて
いくべきだと思う。

千葉県

国または市町村で経済的困窮者であっても必要であれば成年後見制度の利用に向けていく。

千葉県

制度を利用する方の経済状況等に則した助成を行うべき。また、助成は国と地方自治体が協力をして
行っていく必要があると思われる。

千葉県

本人の申立てのみに留まらず、経済的困窮者の程度を見極めた上で、国だけではなく県・市町村も費
用負担すべき。

千葉県

何故、経済的困窮者となったのかの原因・理由が明確でないと、制度の活用は難しいのでは。

千葉県

市では、質問に対する考えを統一しておらず担当者レベルの回答となりますが、国を中心に費用負担
していただければ市の財政上も助かる。

千葉県

市要綱及び予算の範囲内で対応する。

千葉県

利用者の資力、負担能力に応じて、国、県、市が公費助成をすることが望ましいのではないでしょう
か。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
とちぎ

困窮者がすべて利用が必要とは考えられない。必要な人が市の制度を利用しながら成年後見制度の
利用ができるとよいと思う。

とちぎ

生活保護費のなかで負担できれば制度の利用も増えると考える。

とちぎ

法人後見（社協）により進めていくのが良いと思う。

とちぎ

成年後見制度利用支援事業を利用して頂ければと考える。

とちぎ

今後は各市町村で報酬を助成できるよう、明記すべきと考える。

とちぎ

国だけではなく県や市も負担すべき。

とちぎ

費用負担を国民全体で幅広く行うしかないかな・・・。

とちぎ

保護責任を取れる家族がいない等の困難事例もあがってきているので、公的な支援は必要だと思う。
（その後継続的な支援をするのには申立て費用及び報酬の支援がないと難しいと思われる。

とちぎ

生活保護制度の中で後見制度の扶助があればよいのではないか。

とちぎ

身寄りのない方の施設入所等で利用が必要となってくると思いますが、現在町では実例がありませ
ん。今後実態、実情の把握につとめたいと考えている。

群馬

高齢化に伴い、ニーズの増加は確実であり、低所得者が利用できるよう市町村単独ではなく、国、県に
よる補助が必要である。

群馬

法定後見人への報酬費用が高く、支援内容とつりあっていない。

群馬

国、県、市町村で助成を行うべきである。

群馬

国、県の指針等に基づいて慎重に対応を検討していきたい。

群馬

困窮者でも制度を利用できるよう○○市では成年後見制度助成要項を設けている。

群馬

自治体の必須事業については補助金を国の予算として確保していただきたい。

静岡

経済的困窮者については行政が費用を負担する必要性も感じるが経済的困窮者の定義自体があい
まい。

静岡

経済的困窮者の定義があいまいであり、経済的困窮者と思われる方は大抵身寄りがないことが多いと
認識している。日常的な金銭の管理は自立支援事業を利用しており、大きな財産等がある場合成年後
見制度を検討している。身上監護、契約代行も可能ではあるが、保証人を求められる事象がほとんど
であり、成年後見制度では補完できないと認識している。

静岡

必要に応じて成年後見制度を利用するべきであると思う。（福祉サービスの契約等で必要）。

静岡

困窮者の制度利用も必要と思う。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
静岡

国に限らず行政が費用を負担し、制度を本当に必要としている誰もが利用できる制度にしなければい
けないと考える。

静岡

後見制度についての相談はあるが、経済的理由で利用を躊躇している旨の相談はない。

静岡

地域支援事業による実施で、問題ないと思われる。

静岡

国、県、市町など行政全体で支えるべきでは。

静岡

生活保護受給者については「介護扶助」より報酬支払いを可能にする。その他低所得の方については
現行のままでよいと思います。

静岡

当町において事例がないためわからない。

静岡

前記のとおり、生活福祉資金の総合支援資金又は福祉資金が利用できないか？

静岡

検討に至っていない。

静岡

無報酬にはならないと思う。しかし行政側が多額の支出をすることは現状では無理がある。したがっ
て、公益の部分を担う後見人には、最低限の報酬を支出する（この額は全国統一で国サイドが決定す
ることが望ましい。）ことが考えられる。

静岡

後見人等の報酬は、無報酬ではなく、最低限の範囲で妥当と判断される額であれば問題ないと考え
る。

静岡

ある程度は、国が負担すべきとは思うが、全てが全てがとは・・・。

静岡

本当に必要で制度を利用することで当人の生活が守られるようであれば支援は必要と思われる。

静岡

親族、市町村、県、国が費用を負担する。基本は親族が負担。

静岡

親族等の支援ができない場合に限り、公的費用で負担。

山梨

経済的困窮者の利用は必要である。（身上監護の面から）

山梨

利用支援事業の義務化を図るべきと思う。

新潟県

助成制度の充実と成年後見人の養成が必要だと考えている。

新潟県

成年後見制度の利用手続きが複雑すぎる。

新潟県

経済的困窮者であっても、成年後見制度を利用することができるよう手続きの簡略化、サポート体制の
整備等が必要と考える。

新潟県

親族等が支援を行うことが望ましいが、支援を受けられない者に対しては関係機関が利用支援事業に
繋げたりすることで、経済的困窮者であっても通常どおり制度利用が行える環境づくりが大切である。

新潟県

要綱のとおり（○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱）
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
新潟県

もっと簡単にもっと安い費用で利用できるようにならないか。

新潟県

法人後見人等の費用を勘案すると、1人当たりの費用が大きく、対象範囲を拡大した場合、事業費の増
加が懸念され、かつ一旦始めると後戻りができないことから慎重にならざるを得ない。

愛知

経済的に困窮した場合には生活保護制度があります。生活保護の受給対象者になれば、社会福祉事
務所のケースワーカーが後見人的な役割（身体看護）もある程度担っていくのではないかと思います。

愛知

要綱を検討し、利用できるようにすることが望ましいと思う。

愛知

要綱を検討し、利用できるようにすることが望ましいと思われる。

愛知

市が基準に基づき実施し、その費用を国・県が定率負担すべき。

愛知

市町村が実施する援助事業を利用すればよいと思う。

愛知

経済的困窮者が生活保護法の規定に準ずる低所得者であれば、岡崎市では助成としている。

愛知

公共制度以外にも活用可能な制度があるとご案内しやすい。

愛知

今後も必要な方に制度を利用してもらうため、助成、広報及び啓発をする。

愛知

現行の成年後見制度利用支援事業の枠組みの中で、制度の利用が必要な方が安心して制度を利用
できる環境を整えることが必要だと考える。

三重

市民後見人の養成。いなべ権利擁護センター（社協）の利用促進。その他、福祉・医療機関、司法関係
機関との連携強化。

三重

無収入、無財産の方もいるので、最低限度の公的支援は必要であり、その負担は、国、地方が共同で
担うべきである。

三重

市町が助成する。

岐阜県

申立てをする親族がいる場合は、親族が後見人になるか親族が報酬を負担するべきであると考える。

岐阜県

成年後見センター及び一定条件を満たした（行政、事務職、関係団体OB）市民後見団体の広域設置。

岐阜県

高齢者には、国、県の助成制度があるので、障害者も対象にする。

岐阜県

当該市町村が費用負担し、国・県が助成するのが良いと思う。

岐阜県

困窮者であっても、制度を利用できるよう、公的な機関で費用を負担することが必要であると思う。

福井県

支援対象者の範囲を拡大することで、利用者支援にもつながるが、増えるとその分後見人への報酬の
負担も増えるため、国の支援も必要。

福井県

自治体にすべて負担を求めることは財政的に難しい。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
福井県

実情に応じて検討する必要があると考えられる。

福井県

生活保護法による後見申立、報酬等扶助の制度化。

石川県

在宅28,000×○人×12か月。入院・施設18,000×○人×12か月。

石川県

市町村が報酬を支払う仕組みだけでは、今後の必要ケースに対応できない。市民後見人の活用など
支え合いのしくみをつくらないと無理だろう。

石川県

困窮者においても制度の利用が必要な方は活用すべきであり、市・県・国の費用負担が必要である。

石川県

困窮者だからこそ必要と考えます。ケースバイケースで対応するしかない現状。

富山県

経済的困窮者であっても、必要な方には成年後見制度の利用をすすめるべき。成年後見制度支援事
業で報酬助成をしていく必要がある。

富山県

低所得者の制度利用をすすめるには、どのような所得条件の方に対して市町村等が助成すべきか統
一的な基準が必要である。

富山県

親族がいれば、親族が支払うべきである。

富山県

成年後見制度利用支援事業を利用する。

富山県

国及び地方で費用を負担すべき。

大阪

市の事業の対象となる方については、できるだけ市の事業を利用していただき、経済的困窮者につい
ても成年後見制度の利用が可能となるよう努める。

大阪

市長申立以外の低所得者が行った本人申立て、親族申立ての助成は今後検討が必要と考えている。
実態把握、財源の確保が課題である。

大阪

市長申立以外の低所得者が行った本人申立て、親族申立ての助成は今後検討が必要と考えている。
実態把握、財源の確保が課題である。

大阪

市長申立以外の低所得者が行った本人申立て、親族申立ての助成は今後検討が必要と考えている。
実態把握、財源の確保が課題である。

大阪

必要性は感じるが、件数が増えると財政負担を圧迫しないか心配である

大阪

生活保護法による被保護者の場合は生活保護法にて必要経費を負担してほしい。

大阪

国がすべての費用負担とは考えないが、国をはじめ、行政による財政的支援を要すると考える

大阪

親族が経済的に負担できなければ公的機関が負担する。

大阪

当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると市町村長が認めた者はその市町村
が費用を負担する。

大阪

どこが費用負担するかは、ともかく、いかなる者も制度利用出来ることが望ましい。市民後見人、法人
後見人

大阪

全国的な指針の統一化が必要
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
大阪

現行の利用支援事業の充実

大阪

・親族後見人等に対する支援体制の整備、不在防止策の充実
・後見人等選任後の本人の状態及び環境等の変化に柔軟に対応し後見人等を変更できる制度改正
・利用支援事業における基準の明確化、財源確保

大阪

・親族後見人等に対する支援体制の整備、不在防止策の充実
・後見人等選任後の本人の状態及び環境等の変化に柔軟に対応し後見人等を変更できる制度改正
・利用支援事業における基準の明確化、財源確保

大阪

親族が後見人として選任される場合が多く、親族後見人がいない場合も、資力に応じた後見人が選任
されており、現在のところ制度利用について支障は生じていない

大阪

親族が後見人として選任される場合が多く、親族後見人がいない場合も、資力に応じた後見人が選任
されており、現在のところ、制度利用について支障は生じていない

大阪

確かに後見人の方に支払う予算は、その方が死亡されるまでとなるので計上しにくいところもある。

大阪

経済的困窮者で成年後見制度利用必要な状態像の方については、多くの生活課題が予測され、市
や、包括支援センター、介護保険事業者等より多くの関係機関と連携し、対応していく必要性があると
考えている。

京都

市民後見人等の活用を図ると共に、必要に応じて国・自治体が助成する

京都

報酬を見直し、低額にする。また市民後見人の育成を促進する。

京都

成年後見制度利用支援事業 市町村長申立、市民後見人等成年後見制度の利用促進のための各種
制度が円滑に実施されるよう情報が対象者にわかりやすく周知されるべきと考える

京都

国、府にもう少し費用を負担していただきたい

京都

負担する金額の上限を定め、費用の一部を国が負担すべきである

京都

現行制度の利用でよい

京都

①経済的困窮者の利用はむずかしい、②国が費用を負担すべき、③後見人が無報酬でやるべき ど
れにも該当しないが、特に考えはない

京都

国が一定の費用を負担すべきである

兵庫

市民後見人の活用が望ましい

兵庫

地域生活支援事業に位置づけするから、全国一律の制度とならない。（結局すべて市費負担となる）

兵庫

経済的に困窮しているかどうかは、市としては生活保護受給の有無でしか判断できない

兵庫

経済的に困窮しているかどうかは、市としては生活保護受給の有無でしか判断できない

兵庫

経済的困窮者でも成年後見制度は利用可能
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
兵庫

経済的に困窮しているか否かにかかわらず、必要な制度であるので、全ての人に利用できる制度にす
べき

兵庫

公費（国県市町村）と介護保険料（介護保険財源）

兵庫

社協等による法人後見

兵庫

消費税増税等の財源で社会保障とすべきだと思う。認知症患者が200万人となると計算しているならな
おさらである

兵庫

対象者の状況により、関係者で検討した上で、社会福祉協議会が実施している「福祉サービス利用援
助事業（日常生活自立支援事業）」につなぎ支援していく事例もあります。

兵庫

②の国がすべて負担するとなれば、今後益々高齢化が進む中費用が膨大となる恐れがある。市民後
見人制度を充実させる動きがあるので役割分担し、後見報酬があまりかからないようにしていくことは
よいことだと思う。

兵庫

要綱で記載しているように支援を考えている。

奈良

困窮者でも、成年後見制度の利用が出来るようになったらと思う。

奈良

ある程度は、国が費用負担をすべきであると思う。

奈良

国・県・市町村で按分

奈良

本人の状況に応じた費用負担は必要、又後見人となる方が状況を考えず高額な報酬を得ている弁護
士、司法書士、行政書士がいるため、なんらかの規制は必要と考える

奈良

低所得者の制度利用は、ほとんど実施されていないのが現状なため制度を必要とする人に対して、支
援の仕組み自体をもっと使いやすいものにしていくべき

奈良

当町に関わりのある方については、経済的困窮者が成年後見制度を利用できるよう、申立て費用や報
酬助成を行う旨の内容の要綱を制定（平成２４年４月）

奈良

基金の設立、報酬金額の見直し

奈良

法に則った運用が明示されるべきであると考える

奈良

ケースバイケースだと思います。自治体としては、限られた予算の中で必要な支援を実施せざるを得
ず、中には充分な予算組を行ったにも関わらず、件数が多い等の理由で、助成が難しいという可能性
が全くないとはいえない。その際は、後見人には次年度からの助成でご了解いただく、もしくはリーガル
サポート等からの他の報酬を得ていただく、中には福祉的見地をお持ちの司法専門職の方の熱意、良
心にすがり、無報酬もやむを得ないということもあるかと思う。

奈良

高齢者担当と同様に利用する

和歌山

分からない

和歌山

困窮者の場合，身上監護の部分の役目も大きいと思うが，十分にこの制度で対応できているか分から
ない
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。

和歌山

①経済的困窮者の利用はむずかしい、②国が費用を負担すべき、③後見人が無報酬でやるべきの考
えには当てはまらないが，自治体がすべての費用を助成すると，今後申立例の増加にともない，とても
ではないが対応できない

和歌山

ある程度は国が負担

和歌山

○国・地方公共団体両方での費用負担
○補償制度のようなものはできないか

広島

生活保護の被保護者は、国がすべて費用を負担すべき。

広島

○○市においては、「○○市成年後見等報酬助成要項」に基づく助成の利用が可能であり、また、公益
社団法人成年後見センター・リーガルサポートが有する成年後見助成基金の利用も考えられる。

広島

個々の事例に応じて対応すべきと思う。

広島

申立人の負担を軽減（提出書類等の簡略化、省略化）し、家裁等の職権で対応する。

広島

経済的困窮者については、できれば社会福祉協議会等で受託していただきたい。報酬の助成等も町と
社協で協力し支援のあり方を決めていきたい。

広島

市町村が費用負担を行う。

広島

国の助成と市長の負担で、後見人にも必要な報酬は支払うべきだと思う。

広島

この制度の積極的活用していく為には、費用面の所で、国や自治体で負担していく必要がある。

山口

法人後見の充実。

山口

市の報酬助成対象者となっている。現在報酬助成はしていないが、今後件数が増えた場合、市のみの
対応は困難になる。

山口

低額の報酬での市民後見人制度を研究・検討している。

山口

法人後見の充実。

山口

市町村が費用の助成をする。

山口

現行制度は、国1/2、県1/4の補助事業となっているが、他事業を含め地域生活支援事業ではその補
助率を下回る金額でしか補助がされていない。その分、市町村が負担しており、せめて補助率どおりの
負担をするべき。それがなされてないなかでは必要性は理解できるが、利用が進みにくい状況となるこ
とも考えられる。

山口

今後増え続ける親族支援のない高齢者を支えていくには、公的な機関及びそれに準ずる機関が法人
後見人として成年後見制度を支えていけるよう市が支援していくべきと考えている。

山口

公費による助成にて対応すべき。国、自治体の負担割合については生活保護制度に準じて良いので
は。（下記との関連により）。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
山口

生活保護法を改正し、成年後見扶助ができるようにする。

山口

各自治体と国で報酬を負担する。

岡山県

親族で出来る限り対応してもらいたい。

岡山県

困窮者においても、制度利用は必要であるため、専門職、ＮＰＯ法人、市民後見人等のある程度のボ
ランティアと、利用支援事業による報酬助成の両者が必要と考える。

岡山県

困窮者の基準が難しく、統一した判断基準があればと思う。

香川県

成年後見制度利用支援事業を利用すれば、成年後見制度利用は可能と思う。しかし、同事業の予算
にも限りがあるので、今後の同事業利用者の増加を心配している。

香川県

生活保護の扶助に含めてはどうか。

香川県

生活保護法上の被保護者は助成対象なので救済できるが、準じた人を助成対象に加えるのは資産・
収入状況の判断基準がないため現状では難しい。

香川県

権利擁護の視点で、成年後見制度を利用するので、困窮者か否かを結びつけて考えるものではないと
思う。

徳島

利用が難しいので支援が必要と思う。

徳島

実態に応じて町で対象者として認定。

えひめ

成年後見制度利用支援事業の活用が適していると判断される場合は、事業による支援を行うべき。

えひめ

身よりの無い生活困窮者が全て成年後見制度を利用することは難しい。後見人報酬が国から保障さ
れるものでなければすすまない。後見申立の目的を見直す必要があると感じる。

えひめ

経済的困窮者が成年後見制度を利用できないことは、財産がある方と比較して不合理。後見人の報酬
は「後見人の仕事の質」を担保するために必要であると考える。

えひめ

国、県、市町村で助け合いながらするべきだと思う。

えひめ

社協が積極的に法人後見を行う。

えひめ

成年後見制度申立や活用は、経済的理由によってさまたげられるものではないと思う。

福岡

生活困窮者は町の成年後見制度を利用。

福岡

申立に必要な書類が複雑で難しい。

福岡

親族間のトラブルがないなど一定の条件の基で活動する社会貢献を目的とした市民後見人による成
年後見制度の利用。

福岡

市長申立てで対応できると思う。

福岡

国、県、市がどの程度の割合で負担するかはともかく、行政の責務で負担すべき。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
福岡

市民後見人の拡充。有償ボランティアとして支援する仕組みを構築する。

福岡

市民後見人の拡充。有償ボランティアとして支援する仕組みを構築する。

佐賀

国の支援、関係団体の協力共々必要と考える。

長崎

特に生活保護受給者の後見人等の報酬については保護費に算定してほしい。

長崎

経済的困窮者であっても、契約など判断能力が低下すると困難となるため必要。また、消費者問題が
絡んでいる事例があり、家族支援、本人自ら行えない時は支援必要と考える。

長崎

国がすべての費用を負担するのが、理想ではあるが、当市としても何らかの対策を講じていく必要が
あると考えている。

長崎

現在高齢者と対象とした地域支援事業による成年後見制度利用支援事業にあっては、その財源に介
護保険料が充てられていることから任意事業による取り組みの位置づけとなっている。障害者を対象と
する場合のように、公費負担として親族申立も含めて義務化すべきである。

大分

この制度を利用すれば良いと思う。

大分

できれば報酬助成に対する国の補助はお願いしたい。特に生活保護受給者の利用支援事業について
は、全額国庫負担で対応してほしい。

大分

家庭裁判所が報酬額を決めるプロセスや基準を公開してほしい。

大分

国、県、市町村で9割補助、自己負担1割といった方法でよいと思う。

熊本

司法書士や弁護士、カウンセラーなど組織されたNPOなどの団体を設立し、補助金等を出し、手続き
の支援を行い格安の後見人報酬等の体制整備。

熊本

経済的困窮者であっても、その方の財産や権利を守る事は必要と考えるので、申立や後見人に対する
報酬助成制度を準備することは必要かと考える。

熊本

制度の周知、時間がかかるイメージがある。

熊本

介護保険法や自立支援法のサービス費の項目に加え、申請や報酬等にかかる費用は1割負担とし、
生活困窮者に対しては生活保護法の扶助費で対応すべきだと考える。

熊本

国、県、市町村で費用を負担すべきである。

熊本

市民後見人の推進と手当の検討。

宮崎県

生活困窮者には支援者がいないことが多いので、成年後見制度の利用は不可欠である。

宮崎県

経済的困窮者であっても、成年後見制度を利用する前に入念な親族調査を行い、できるだけ親族に身
元引受人等を行っていただいている。それでも引受手がない場合は市が申立する。その申立案件の件
数により国からの補助があると良いと思う。

宮崎県

大変難しい問題であり、私個人の考えで回答することは正直難しいと感じている。

鹿児島

Ｈ２４年度より予算化しているが、今後の利用者数などが不明なため、多数の利用者が出た場合、国
による負担が望ましいと考える。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
④その他のお考えがある場合、以下にどのようにお考えかを、お教えください。
鹿児島

地域生活支援事業にて対応（補助事業）

鹿児島

成年後見制度を利用することによって、生活保護者の対象となり得る場合は、この制度を利用できる
場合もあり得る。

鹿児島

最低でも実費程度の支払いがないと、支援者は大変と思う。

鹿児島

利用目的（必要性）に応じて対応する。

鹿児島

生活困窮者を対象として要綱を定めている。

鹿児島

基本的には、財産管理は身内で行うべきであるが、身内の援助が期待できず後見人を付ける必要の
ある方について報酬助成の要綱で定めてあるものである。

鹿児島

基本的には、財産管理は身内で行うべきであるが、身内の援助が期待できず後見人を付ける必要の
ある方について報酬助成の要綱で定めてあるものである。

鹿児島

何とも言えない。

沖縄

障害者・高齢者ともに補助金がなく■金で該当するしくみであるが、それぞれ他の事業に■入がふりわ
けられ、実際は村単位での支給となっている状況あり。そのため、真に困窮者も含め、必要とする方へ
の助成のしくみを単独で選びすべきであり、国、県、市町村で分担できる制度が必要と感じている。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。
函館

経済的困窮者であっても必要時、制度につなぎ権利を守ることは必要であると考える。

函館

十分な協議ができていないが、経済的困窮者と認める内容や基準となるものの条件等が難しいと考え
る。

旭川

成年後見制度を利用したとしても、経済的に困窮しているわけだから、費用のかかるサービスも利用す
ることはできず、成年後見制度を利用することも難しいと思う。成年後見制度を利用するには、ある程度
困窮した状態を改善することが条件となる。

旭川

後見報酬を介護保険や年金と同様に保険制度に組み込んではどうか。

釧路

生活保護受給者は特に国が負担すべきである。

山形

法律行為を行うために必ず必要となる以上は国で負担すべきと考えるが、親族の義務をきちんとはたし
てもらうような仕組みが必要と考える。

山形

①報酬の支払能力のある親族がいる場合、本人に負担能力がなければ親族に報酬請求できる制度と
する。
②司法書士が申立代行する場合において、本人に負担能力が無ければ親族と報酬についての任意契
約を結ぶ。
①のような制度化や②のような仕組みが全国基準となることが望ましいと考えます。

山形

周知が行き届かず、住民が取り入れにくい。どのようにしてわかりやすく周知を図っていけばよいか。

秋田

地方自治体それぞれに財政状況や過疎過密、交通状況など、地域性が異なるため、具体的できめ細か
い対策が必要である。

秋田

後見人（弁護士等）の報酬が高い。実費または低報酬で行うべきと思う。社会全体で要支援者を救済す
る取り組みが必要ではないかと思う。

青森

成年後見制度自体に問題がある。

青森

行政が支援すべきであり、当市は支援している。

東京

今後右肩上がりで増加が見込まれる事に不安や本当に必要か疑問に感じる。

東京

成年後見制度利用支援事業対象者（経済的困窮者）の条件の提示（目安）を希望。

東京

他の区市町村の現状（予算と実績、助成額の基準等）を知りたい。また区市町村毎の成年後見制度利
用件数を家庭裁判所に公開してほしい。

東京

経済的理由により利用の適否を判断できるものではないか。金銭的負担を誰がどのようにすべきかの
検討を要す。

東京

理想としては能力が不充分な方にはすべてアドボケイトが必要だが、資力のない方は、施設入所や金
銭管理など差し迫った事情がない限り、申立に結びつかないのが現実。助成制度ではカバーしきれない
と思う。

東京

H23年度に当市で実施した高齢者、障害者生活実態調査では成年後見制度の認知度が平均して20％
弱で、推進機関については約13％であった。このように低い認知度の中、報酬助成制度を設けても活用
されるか危惧するところである。

192/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。

神奈川県

成年後見制度利用支援事業により生活保護受給者等低所得者については、申立費用と報酬の助成が
行われている。実際には報酬以外に後見業務に付随する事務費も必要で、通常被後見人負担となって
いる。低所得者の場合、当該費用を負担することが困難な場合があり、第3者後見人が対応に苦慮して
いる。

神奈川県

経済的困窮者（国の定める最低生活費以下の場合）であれば何らかの支援は必要と考える。今後市長
申立以外の制度利用であっても助成対象とする方向で関係各課と協議していきたい。

神奈川県

障がい年金以外に収入の無い方については、何らかの支援が必要と考える。今後制度拡大に向けて庁
内で検討を行っていく。

神奈川県

担当の人事異動のため、今後制度の理解に努める。

神奈川県

現在の制度を進めていく中で対応すべきと考える。

神奈川県

現在の制度を進めていく中で対応するべきと考える。

千葉県

各自治体任せでは、だれもが利用できる普遍的な制度にならないと考えます。

千葉県

当市では報酬負担の軽減を目指し、市民後見人や法人後見における支援員等の人材育成を行ってお
り、今後も継続したいと考えている。このような事業に対して国からきちんとした財政支援がなされること
を望む。

千葉県

報酬費を市町村負担ではない方策をとっていただきたい。

千葉県

障害者は地域生活支援事業の補助があるがほとんど市町村で助成していることが多い→補助金の額
を検討してほしい。

千葉県

側面的な支援として、地域包括支援センターにて成年後見制度の相談・説明・支援等を行っている。

千葉県

申立手数料や鑑定代が高額であるため、制度を利用できない。（利用しない）ケースがあると思う。

千葉県

報酬助成件数の増加により財政支出の増加が懸念される。

千葉県

後見人の報酬はご本人がお亡くなりになるまで続くため長期間となると報酬費用も多額となるため、そ
の点が大きな問題であると考えます。

とちぎ

今後、経済的困窮者で成年後見制度の利用が望ましい者が増加することが予測される。市が助成でき
る人数、金額は限度があるため、今後どの程度の人数がでてくるか見極めて助成の予算も検討してい
きたい。

とちぎ

費用がかかりすぎるため利用は難しい。

群馬

尊厳を保持する重要な制度であるが、財政面での問題等（国、県の費用負担を含め）も想定して検討が
必要。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。

群馬

困窮者であっても、同制度が必要な方はいらっしゃると思いますが、具体的な対応については課題であ
ると考える。現状のままでは利用が難しいとも思う（報酬助成の要綱は作成中。）

静岡

生活保護受給者については、新たに成年後見制度利用のための扶助を創設する。成年後見制度利用
支援事業を国庫補助にする等、制度の充実を図る。

静岡

何らかの抜本的対策を講ずるべきと思う。

静岡

件数が増えてくると市町村ごと助成する方法では対応できないのではないか。

山梨

助成について、困窮者の困窮の度合いも様々であるため、一口に助成と言っても、対象者を決定するの
が難しいなと感じる。

新潟県

現在費用は市が（高齢者は介護特会・障害者は補助界）負担があるが国が負担して頂けるとありがた
い。

新潟県

手続の簡略化がなされなければよいと思う。

愛知

報酬を受ける者が直接後見センター又は国へ請求する。

岐阜県

成年後見制度利用支援事業の報酬助成額は低いため生活困窮者等困難ケースの場合、後見人のなり
手がなかなかないのではないか。

岐阜県

成年後見制度利用支援事業の報酬助成額は低いため、生活困窮者等の困難ケースの場合、後見人の
なり手がなかなかいないのではないか。

岐阜県

鑑定料が高額である。窓口で相談を受けることがふえたが料金の説明をすると高いと言われる。

岐阜県

成年後見制度を理解して申立てることが難しい。家族が関わりを拒否するため、協力者が得られなかっ
たりする。市町村長の申立ても今まで1件もない。とても慎重になっている。そのために後見人の報酬ま
では頭に入っていない現状になっている。

岐阜県

当初、4親等まで調査していたが、確認作業が広範囲で時間を要した。迅速な本人保護を行えなかった
が、平成17年7月29日の国の通知を受け、2親等以内の親族調査とした。

石川県

第3者後見を行う職能団体でも経済的困窮者の後見事務の実施について、無報酬覚悟でしてくれる団
体もあれば、そうでない団体もある。各団体が■■まとめて国に要望してはどうか？

石川県

成年後見の報酬負担のあり方についての議論をしっかり行い、その報酬を公費負担にするにあたって
のコンセンサスが必要である。

富山県

市民によってバラつきがあり、難しいとは思うが、今後増加することを考えると、ある程度国でバックアッ
プしていかないと制度の存続自体難しいと思う。（生活保護受給者の申立費用や後見人等の報酬につ
いて生活保護費で支給するなど）。また、裁判官により考え方ややり方がバラバラですので、そこも統一
していただきたい。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。
大阪

地域生活支援事業として実施しているため、国、府も負担していると考えている

大阪

後見人報酬や申し立て費用は、生活保護費の中に入れるべきである

大阪

複雑かつ多様な生活課題がある人に対し、市民後見人個人でも受託は負担が大きい

大阪

高齢は地域支援事業の原稿制度の活用を考えている

大阪

任意後見契約について審判申立手続き事務を依頼した場合の流れについて

大阪

施設入所者でかつ生活保護受給者については、本人の生活費から捻出することが困難であり、公費に
よる助成が必要と考えており、今後研究していきたいと考えている

京都

成年後見制度の利用に該当する理由で生活困窮になっておられるかどうかの見極めが難しい場合があ
る。そのため受診行動にもっていくまでの本人の説得が非常に難しい。

京都

①経済的困窮者の利用はむずかしい、②国が費用を負担すべき、③後見人が無報酬でやるべきのど
れにも該当しないが、特に考えはない

兵庫

現行では、介護保険、障害者自立支援ともに国からの補助金に上限があり、広く市民を支える制度とす
るためには、市町に過大な負担を強いることになる。生活保護と同様に、広く国が担保する必要がある

兵庫

お金のある人は弁護士等の専門職が後見人等がつけれるが、お金のない人は市民後見人でしか対応
できないのは不公平だと感じる

奈良

住民に対して、説明会を開催したいが、用語が難しく、又自身のことと理解してもらえないため、興味を
持ってきていただく方法を教えていただきたい

和歌山

財政等があるなしにかかわらず人権を擁護するという視点で必要であると思う。

和歌山

必要だと思っています。しかし、一方で財源確保の難しさも感じている

山口

報酬について、生活保護制度に新たに「後見扶助」を設けるべきでは？医療扶助、介護扶助等と同様
に、最低生活費算定の基準項目として考える。

岡山県

成年後見制度利用支援事業を活用したら良いと思う。

香川県

人権擁護の観点から困窮者であろうとも対応したが現実は厳しい。

徳島

高齢化社会を踏まえ、国レベルでの対処を要すると判断する。

徳島

現実問題として困窮者の成年後見利用は引き受け手の事を考えると難しい。

えひめ

町長申立てや費用の助成をしても、後見人等のなり手の確保が難しい（町内に社士おらず、社協も法人
後見していない）。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。

福岡

経済的困窮者は別として、全体的に報酬が高いと感じる。基本は国に費用負担していただきたいが、後
見をするなかで高値な報酬の案件をうけた場合は数件の経済的困窮者の後見を無報酬でもつなどのボ
ランティアルールがあるとよいのではないかと思う。（在宅で頻回な関与をしなければならない場合は別
として、施設入所者でかつ後見人としての仕事のほとんどが資産管理などのケースで、しかも高報酬を
得ることができるような場合）

福岡

経済的困窮者であっても成年後見制度の利用が必要な方については利用するべきだと思うが現実的に
見て搾取されるような財産が無い場合、この制度を利用する方向へ導かれる事が稀であると思う。

福岡

報酬は一生涯の支払になるので、市町村には負担が重くなってくると思われる。

福岡

第3者後見人の場合、死亡後の対応の問題があり、後見人が選任されても解決されない課題は多い。

福岡

今後行政に課せられた問題だと思う。

佐賀

鑑定費用が高すぎる。

佐賀

今後は対象者が多くなると思うので、実施に向けて考えていきたい。

長崎

親族などがいて、無報酬を行ってくれるのであれば、それで良いと思うが身寄りのない方は第三者や市
民後見人等で対応していく必要があると思われるが、第三者の場合は報酬の面で難しく、市民後見人で
あればトラブルのない（難しくない）ケースに限られてくると思われる。また、法人後見等の充実を図って
いく必要もあると思われる。

大分

生活保護法上の扶助対象項目に含める。

熊本

誰もが平等に利用できる制度として見直してほしい。

熊本

質問事項の4-①経済的困窮者の利用は難しい のような回答のような概念が未だあるのであれば、成
年後見制度の活用についての周知を行っていく必要もあるかと考える。

熊本

生活保護制度と同様に、成年後見人報酬、申立費用等について概ね全額の財政支援を講ずるべきで
ある。

宮崎県

利用が必要だと思うが、制度を浸透させて活用促進するだけでなく実務も伴う職員（事務に精通した職
員）が必要だと感じる。

鹿児島

地域に後見人になってもらえる専門職の方がいる場合は公費負担。専門職の方がいない場合は親族・
知人等に無報酬で後見人になってもらうが、不安や負担が大きくならないように身近にバックアップして
くれる機関や人材が必要だと思う。

鹿児島

困窮者については、生活保護対応が現実的となっている。

鹿児島

もう少し利用しやすい手続きであれば良いと思います。年金受給額が低い高齢者や生活保護世帯が多
く、大変だと思う。

鹿児島

生活保護制度や他の福祉施策を活用し、その中で、成年後見制度も考えていくべき。

鹿児島

生活保護制度や他の福祉施策を活用し、その中で、成年後見制度も考えていくべき。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第１ 報酬助成についてお聞きします。
４ 経済的困窮者の成年後見制度の利用についてどのようにお考えですか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。

鹿児島

生活困窮者で資産などなければ後見人利用のメリットがあるのか。施設入所、介護サービスの手続きな
ど、親族のいない人への対応は普段の業務で行っているため、申し立てしなくても済んでいるケースが
多い。全額国庫補助なら申立てるが、市の財源も使うため申立てるまでに至らないことも多い。

鹿児島

裁判所の窓口でも財産のない方の成年後見制度の利用は必要性がないという対応をされたことがあ
る。そこの改善も必要だと考える。

沖縄

自治体の導入は必要と感じるが、予算確保が厳しいと思われる。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
５ 御庁の成年後見制度利用支援事業の進展、充実と向上のため、どのような情報を得たいと思います
か？具体的にお書きください。

旭川

後見人等への報酬額の算出根拠。

旭川

実際に成年後見制度利用支援事業を行っている自治体の事例。

旭川

成年後見センター等、広域組織で行っている資料。

旭川

特になし。

旭川

申立に至るまでのいきさつから後見開始後の経過まで記した事例集を充実してほしい。（住民への説
明等にも活用できる）

旭川

後見人の引き受け養成についてどのような取り組みをしているのか。情報を得たい。

旭川

家庭裁判所における報酬額決定基準。

旭川

実際にケースが発生した際に、どういう地域資源を近隣で活用できるかという情報があるといいなと思
います。（事務従事者に専門知識がなかなか期待しずらいので）

釧路

司法書士等の第三者後見人への一般的な報酬額と平均的な報酬額助成額。

釧路

他市町村の後見等報酬の助成の対象範囲について。市町村申立てに限らず助成しているのか。また
実際にどにょうなケースについて後見等報酬の助成を行ったのか。情報としてまとまったものがあれば
知りたい。

釧路

民事法律扶助の具体的な仕組み、利用方法、利用実績等。

釧路

他市町村の支援状況。

山形

法人後見及び市民後見人の育成と後見監督を行うための権利擁護センターや後見センターを立ち上
げ活動している団体の情報。

山形

他市町村の実施状況。成年後見制度に関連する国からの情報。

山形

法人後見及び市民後見の育成と後見監督を行うための権利擁護センターや後見センターを立ち上げ
活動している団体の情報。

山形

制度全般について。具体的な事例の紹介。

秋田

親族成年後見人、第三者成年後見人の具体的報酬額の情報を得たい。

秋田

全国で事業に取り組んでいる状況や実績情報を得たい。

秋田

第三者後見人の選任にあたるスムーズな連絡（費用面等）。

秋田

後見人名簿、報酬一覧。

青森

専門職団体の情報、後見人として推薦できる人の紹介。

青森

他市町村における取組状況。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
５ 御庁の成年後見制度利用支援事業の進展、充実と向上のため、どのような情報を得たいと思います
か？具体的にお書きください。

青森

報酬の平均的な金額、報酬申立ての流れ。

東京

随時ご相談させていただければと思います。

東京

得たい情報は多数ある。他区の運営状況など。

東京

専門職後見人の活動実績、経済的困窮者への支援実績、行政からの相談窓口。

東京

国や都の成年後見推進に関する具体的な指針。

東京

今後、各自治体で「成年後見利用支援事業」を実施した場合、国はその費用負担が可能か。

東京

東京以外の市町村の制度（後見報酬助成の対象、基準額）。

東京

他の市区町村の状況が知りたい。

東京

他区市町村の助成の実施状況。

東京

弁護士会、司法書士会の後見人業務の現状。定期的な情報交換の場があればと感じている。

東京

成年後見推進機関等が十分に機能し、行政や各関係機関との連携を進めてもらいたい。

東京

法改正の動向、他の自治体での取扱情報。

東京

・潜在的ニーズの把握。
・申立費用、報酬費の一般的な相場（後見人が弁護士、資産が○○だと○○円）
・先進市の状況、システム。

東京

成年後見制度審判前の保全処分と、緊急事務管理との関係性についての情報。

東京

成年後見制度審判前の保全処分と、緊急事務管理との関係性についての情報。

東京

他区町村の事業実施状況（予算額や実績件数等）を知りたい。

東京

当市では、市長申立に限定して、報酬費の助成を行っている。それは、当初の国の方針によるもので
ある。その後国の方針は対象を市長申立てに限定しないこととなっているが、そのときはすでに助成の
実績があったため、財政の伸びが想定され、改正できずに現在に至っている。「あまねく制度を」「専門
職のボランティア精神に依拠するのはおかしい」との指摘が、身近な専門職から挙がってきている。税
収の落ち込みによる、財政の厳しさは、当市のことだけではないでだろう。しかし、専門職からは直接責
められ、関係者からは「市の助成が広がらないから、成年後見制度が利用できなかったり、候補者を断
られる。後見人がつかないから、問題が解決できずに、いつまでもわれわれが振り回されたり職務以上
のことを行わなければならない。」と言われる。報酬助成をどのようにすればいいのか、というグランドデ
ザインを描くのは市の役目ではないが、学識者や国はどのように動きつつあるのか、どのような意見が
出ているのか、知りたい。その理想像が見えれば、何らかの努力やデータの情報提供は可能だ。また
必要ならば専門職や関係機関との連携などに役立てると思う。今回このアンケートもそのように期待し
ている。ぜひ結果・分析をご報告してほしい。

神奈川県

貴法人で取扱されている本市住民の相談件数、後見等件数。

神奈川県

成年後見人への報酬額がどのようになっているか。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
５ 御庁の成年後見制度利用支援事業の進展、充実と向上のため、どのような情報を得たいと思います
か？具体的にお書きください。

神奈川県

後見人報酬の助成を受けている者が他都市から転入した場合、又は、他都市に転出した場合、報酬助
成の決定を行う機関について取り決めがなく、対応に苦慮することがある。また本事業を実施していな
い自治体もある。このような場合に他都市ではどのように対応しているか。

神奈川県

成年後見制度の後見受任していただける相談の機会の確保。申立て手続きが煩雑なため書類作成の
代行が可能かどうか。

神奈川県

成年後見制度の後見受任していただける相談の機会の確保。申立て手続きが煩雑なため書類作成の
代行が可能かどうか。

神奈川県

(仮）成年後見相談センターを平成24年7月から開設予定。今後の運営方針や地域ネットワークづくりを
すすめる上で先進市のセンター運営等の情報を得たい。

神奈川県

関係機関のネットワークについて。

神奈川県

報酬助成を実施している自治体の利用率や要綱等。

神奈川県

司法書士さんにお願いできるケースの具体例や受任のあき状況、報酬額の平均など。

千葉県

家庭裁判所が定めた後見人、後見監督への報酬助成金。

千葉県

各職種の月額報酬の実績*在宅・施設の場合。

千葉県

各自治体の取り組み状況。

千葉県

低額な報酬で候補者を引き受けてもらえる団体や専門職の紹介。

千葉県

県内だけでなく、全国の実施状況の詳細について。先進的な取り組み等。

千葉県

市町村担当者による実際ケースによる研修。

千葉県

現在、支援事業を行っていないため、今後の事業実績により、必要な情報等の確認を行い、事業の充
実と向上をはかりたい。

千葉県

報酬の基準。

千葉県

後見制度支援信託について。

千葉県

・成年後見制度周知のための研修会、講習会についての情報。
・専門家による個別相談会についての情報。

千葉県

任意後見事務を行うことができる機関等の情報。

千葉県

実務経験がないことから、取り扱いに関する提案などを整備していただきたい。

とちぎ

H24年4月から、障がい関係では成年後見制度利用は、必須事業になり、市長申立て以上でも、申し立
て費用の助成をすると聞きました。高齢部門においても、H20年10月24日付厚生労働省老健局計画課
長の通知において、市長申立てに限らず記載があります。他市町の状況も知りたいです。障がい関係
に合わせるのか。

とちぎ

ケース事例。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
５ 御庁の成年後見制度利用支援事業の進展、充実と向上のため、どのような情報を得たいと思います
か？具体的にお書きください。

とちぎ

他の自治体の取り組み状況・実績

とちぎ

市町村長申立ての情報（事例集）をいただきたい。

とちぎ

他市町村での事例の取り組みについて。

とちぎ

成年後見制度利用支援事業について、大田原市ではまだ事例が少ないためどういった事例が当ては
まるのか判断するのに迷う部分もあるので、他市で扱った事例集のようなもの（具体例）があると良い。

とちぎ

どのようなケースが市長申立てに適するか、判断するポイントがあれば教えてほしい。

とちぎ

首長申立以外で、報酬助成を行う事例を知りたい。

とちぎ

市長申立担当者の勉強会。

とちぎ

後見人が実際に受け取っている実際の報酬額。

とちぎ

支援事業を開始してから、今のところ該当者はいない。しかし徐々に後見制度利用相談が増えている
ので、今後は活用するケースが出てくると思われる。他地域の現状を知りたい。

とちぎ

事業実施自治体の実例及び費用の実績等。

とちぎ

後見人の報酬の実情について。

群馬

全国統一の要綱の整備が必要である。

群馬

実際の事業を行った実例を知りたい。

群馬

リーガルサポート、ぱあとなあ、弁護士会との連携及び、市長申立て、費用助成を実際に行っている市
町村の事例。

群馬

・他市町村における成年後見制度利用に関する情報。
・成年後見人との意見交換。

静岡

・法改正の情報。
・家庭裁判所が示す後見人の役割の事例。

静岡

他の市町村における制度内容や事例対応に関する情報が知りたい。

静岡

相談先の情報（親族申立等）。

静岡

相談できる機関の情報。

静岡

他市町の状況。申し立て件数のうち市町村申立て件数の割合。

静岡

市町村申立てによらない申立て案件に対し、報酬助成を行っている市町村の要綱を見たい。又、その
実績・件数等を知りたい。

静岡

他市町の取り組み状況。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第１ 報酬助成についてお聞きします。
５ 御庁の成年後見制度利用支援事業の進展、充実と向上のため、どのような情報を得たいと思います
か？具体的にお書きください。

静岡

昨年11月～○○郡下の包括と司法書士の方々、弁護士の方々との勉強会を行っていますが、今後も
多くの関係者の方に参加していただき、相互に気軽に相談できるような関係を構築していけたらと思い
ます。（○○さんもぜひ参加下さい）。

静岡

後見人候補者のリスト→成り手が少ないため。

静岡

他の自治体の情報

静岡

・裁判所では後見事務の報告について1年に一度と考えていないようだが、実際助成に関しては毎年度
報酬が決定された方が運用しやすい。裁判所、後見人は協力してもらえるのか。
・在宅28,000円より安くおさえている例はあるのか。

静岡

制度活用の具体的な運用（事例で）。

山梨

既に実績がある市町村へ、一件当たりの報酬助成の平均額を教えてほしい。又、施設入所者の場合、
お亡くなりになるまで又、亡くなってからのお墓の面倒までの取り扱いについて、具体的にどのような事
例があるのか知りたい。

山梨

報酬額算定の基準や根拠についての情報。

山梨

・各市町村の整備状況と今後充実していくかどうかの情報。
・県が取り組む具体策。

新潟県

・市の助成事業に対する国県の支援。
・Q&A集の提供。

新潟県

後見人となった後の業務の内容や課題、トラブル事例など情報提供してほしい。成年後見制度はいっ
たん後見人になるとなかなか辞めることができないと聞く。どの程度の時間、手間がかかるのか、普及
させるにも実績がわからないため、確かな説明ができない。

新潟県

後見人等を支援する組織の立ち上げの小規模市町村モデルを知りたい。（後見センター等）。

新潟県

第三者後見人の候補を立てる場合、どの団体が受け入れ可能かホームページ等で情報が得られると
ありがたいです。

新潟県

当市における制度利用者の状況。

新潟県

実際の制度利用者の状況。

愛知

具体的に成年後見の報酬がどれくらいなのか知りたい。近隣市町村の実績、助成額を知りたい。

三重

市町申立てに至ったケース例など、様々なケース事例を知りたい。

三重

市町別の申立件数、報酬助成等の実績。

三重

市町別の申立件数、報酬助成等の実績。

三重

成年後見人等報酬額全国平均。

三重

このアンケートの結果集計をいただきたい。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
５ 御庁の成年後見制度利用支援事業の進展、充実と向上のため、どのような情報を得たいと思います
か？具体的にお書きください。

三重

家庭裁判所への家族申立て内容やその結果について市町村では把握できていない。特に、申立者の
経済的困窮者の状況が把握しきれていない。

岐阜県

岐阜市内における成年後見制度の利用の統計情報（被後見人等の情報、後見人等の情報、件数、報
酬金額等）。

岐阜県

県単位での担当職員の研修会の実施。

岐阜県

市民後見の取り組みについて。

岐阜県

本人が入院中での後見申立の場合、入院身元引受人に後見人が署名できるのかなど、具体例。

岐阜県

法人後見制度の導入を検討しているので、先進市の事例等を知りたい。

福井県

制度自体がわかりにくいものであるため、各自治体で、事業周知をするにあたり、何か工夫されて取り
組まれているところがあったら、具体的にその内容を教えてほしい。

福井県

事例がないのでプランが立てにくい。

石川県

報酬支払の基準を被後見人の所持金が100万円以下という規定を設けているが、100万円が妥当なの
か他市町村ではどうしているか。

石川県

市民後見人を育成するためのノウハウ。

富山県

他市町村の現状、どのような事務をしているかなどについ担当者レベルで意見交換ができれば良いと
思う。また「生活保護に準じる」とはどこまでを助成対象（内規があればその内容を）としているかを教え
ていただきたい。

富山県

実施例や費用。

大阪

他市町村で行われている成年後見制度利用支援事業の内容（利用促進のための活動や申立費用、成
年後見人報酬への助成の実情等）を知りたい

大阪

他市町村の助成年度の内容

大阪

他市町村の助成実績

大阪

他市の状況

大阪

具体的な事案を示していただけるとありがたい。

大阪

他市町の実施内容・状況

大阪

民間団体の推進活動情報

大阪

今後高齢化がすすみ家族と疎遠になってしまう、単身者の方の増加を考えると、家裁への手続きに要
する時間の短縮や費用について、何か工夫できるところがあるのか？
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
５ 御庁の成年後見制度利用支援事業の進展、充実と向上のため、どのような情報を得たいと思います
か？具体的にお書きください。

大阪

国の費用負担に対する法親等の情報や他の自治体の状況等

京都

報酬助成の対象について、他市町村の要綱など

京都

市民後見制度について

京都

市民後見人の育成について他の市町村の取組み。また育成のために必要な成年後見制度に関する情
報

京都

成年後見を申立てるか迷うケースが多い。後見人がついた後、後見人とCM等の役割分担や適切なか
かわり方を求めていくにはどうしたらよいかなど、タイムリーな支援をいただきたい。

京都

他市の状況。特に報酬助成の対象者について「その他市長が認めた者」との規程の実際の取扱

兵庫

具体的な対象者

兵庫

他都市等の取り組み状況の資料、参考になる事例

兵庫

成年後見制度に係る最近情報

兵庫

家裁との連携や情報交換

兵庫

各自治体の取組状況、問題点、社会福祉協議会との連携

兵庫

実際の事務に関する具体的研修

兵庫

今の制度内容なら、どんな情報をもらっても進展、充実にはつながらないと思う

奈良

公平で正確な判断をするためにも、様々なケースの事例を知りたい

奈良

他市や全国の動向として、どう動いてきているか。（傾向）、先進的に活動している例など

奈良

都道府県単位の説明会の開催を希望する

奈良

報酬額についての情報

奈良

事例など知りたい

奈良

制度の利用促進の具体策

和歌山

住民の不利益となっている事がどれくらいの件数があるのか

広島

当町在住者のうち、成年後見人をたてられている高齢者の人数の推移。H18年～。＊後見、保佐、補
助、任意後見それぞれの推移。ニーズを知りたい。

広島

相談窓口が少ない。専門家が少ない。

広島

後見人の職種別の平均報酬額。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
５ 御庁の成年後見制度利用支援事業の進展、充実と向上のため、どのような情報を得たいと思います
か？具体的にお書きください。

広島

他市の成年後見制度利用支援事業の予算措置及び実績等、また申請があった場合の審査基準につ
いて。

山口

他市の成年後見制度利用状況や実施要綱。

山口

制度利用が進んでいる市町村（他県含め）の情報。（助成を市長申立に限定していない場合、報酬助成
の基準、どのように親族の資産状況を確認しているかなど）

山口

各政令指定都市及び中核市の成年後見センターに対する委託先と委託業務内容と、委託料。

山口

他の自治体では後見人報酬をどいしているのか。どのような方が事業を利用しているのか。他の自治
体の市長申立ての現状はどうなっているのか。

岡山県

市内在住者の被後見人等の人数

岡山県

全国的な動向。

香川県

後見業務を受任できる専門職の状況等。

香川県

市民後見制度の進展具合を知りたい。

香川県

他市町の報酬助成額。本人や親族申立ての方への報酬助成の有無と今後の方向性について。

香川県

あらかじめ後見人等候補者としてお願いすることはできますか。その場合、どのような方（本人）が、司
法書士さんの支援の適応となりますか？

徳島

住民（市民）からのニーズ、また、行政区域内の（推定）該当者数。

徳島

気軽に相談させていただけるネットワークの充実。特に司法書士、弁護士等の専門職。具体的事例の
勉強会。

徳島

・町長申立てについての事務手続き。
・法人後見と市民後見人の育成について。
・本人が没後の手続きについて。

徳島

第三者後見人の実績と実態について。後見人の業務の実際の範囲について。

徳島

社会福祉士以外の第三者後見人の実績。司法書士、弁護士が後見人となった事例や、その判断基
準。

徳島

要綱案を示していただきたい（様式も）。

徳島

低所得者がこの制度を利用し、報酬助成をしている自治体、団体等あれば情報提供してほしい。

えひめ

現在後見人等が無報酬で対応している件数を知りたい。

えひめ

後見人候補の育成。

えひめ

他市町村の助成等の状況。

福岡

他市町村の情報。
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第１ 報酬助成についてお聞きします。
５ 御庁の成年後見制度利用支援事業の進展、充実と向上のため、どのような情報を得たいと思います
か？具体的にお書きください。

福岡

他市町村の実施要綱。

福岡

全国的に合理性、納得性のある、行政が支援すべき「生活困窮者」の定義。福岡県程度の地域性は
あっても良いが、市町村単独で判断すると「生活保護基準」にしかならない。「生活困窮」とはどのような
経済状況か、また、行政が公金を投入すべきかどうかという2重の定義が必要。

福岡

他市町村の報酬助成の基準、運用方法及び実績。

佐賀

事業に対する相談窓口（住民や行政）の情報

長崎

生活困窮者の成年後見人等への報酬の算定基準。

長崎

成年後見制度の利用状況（県内の市町別）。

熊本

事業の必須化を含め、予算の確保及び支援体制（人員配置など）を義務化してほしい。

熊本

他の自治体の実績。

熊本

・他市町村の報酬助成状況（件数、金額等）。
・先進市町村の事例等。

熊本

制度の周知が必要だと感じます。

熊本

他市町村の運用状況。

熊本

実際に利用された方の状況、どのような生活をされていたのか、又は利用に至った経緯など。

熊本

市民後見組織構築について。

鹿児島

各自治体の取組状況

鹿児島

他市町村において成年後見制度利用支援事業を利用した事例集など、情報がほしい。

鹿児島

県主催の研修会等が必要

沖縄

成年後見制度の研修会等の情報があればいいと思う。

沖縄

必要者増が見込まれる。改めて家族のつながりの重要性、地域差。情報、実態情報がない。

沖縄

家裁での報酬審判のしくみ。どのような業務になって報酬が認められているのかわかりにくく、助成の
申請を受けてもそれが適正なのか判断しにくい。又、全国的な情報が足りず、司法書士のみならず弁
護士、社会福祉士の後見人活動の状況がわかるものがほしい。

沖縄

支援事業の実績がないため。今後の対応のためにも実例等の情報があると良い。

沖縄

成年後見制度の法改正内容、先進事例、市民後見制度等。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
函館

実施要綱制度時は4親等までとしていたが、その後改正した。

函館

虐待等の場合、迅速に対応する必要がある為。

函館

事業を迅速に進めるため。

旭川

2親等までで十分と考える。

旭川

通知のとおり。

旭川

国の通知により2親等として実施する。

旭川

「申立事務の流れの例示」を基に、要綱で定めている。

旭川

実施はしていないが、要綱で定めている。ただし、三親等又は四親等の親族で審判の申し立てを行う
者の存在が明らかな場合は、町長申立ては行わない。

旭川

厚労省通知による。

旭川

H17.7.29付老計発第0729001号通知に基づく。

釧路

H17厚労省通知により。

釧路

当初、4親等であったが運用しづらいとの理由で変更。

釧路

事務の簡略化のため。

釧路

特に理由はないが、3親等以上となると申立が困難と考えられるため。

釧路

平成20年3月28日付事務連絡（資料1）により。

釧路

平成17年7月29日付け厚生労働省通知に基づき、要綱を作成している。

釧路

平成17年7月29日厚労省通知による。

釧路

平成17年7月29日付、厚労省通知による。

山形

法定相続人の状況によってはこの限りではない。

山形

事務手続きに相当の時間を要するこが、想定されるため。

山形

4親等までの所在の聞き取りは行うが、4親等になると本人とほとんど関係がない人も多い。

山形

市町村申立ての手引書を参考とした。

山形

家裁との協議によるが、法定相続人の状況によってはこの限りではない。

山形

厚生労働省の通知[資料1]を根拠としているため。

山形

H17.7.29付厚労省通知による。

秋田

身寄りがない、またはいても関わりを拒否していることが前提であるため。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
秋田

国通知で2親等までと示されているため。

秋田

事務運用に基づき。

青森

市町村申立が十分活用されるよう、平成20年3月28日厚労省の事務連絡を参考に制定した。

青森

通知内容を参考。

青森

国の通知で2親等まで可となったため。

青森

厚生労働省の通知により緩和されているため。

青森

時間と費用を抑えるため。

青森

時間と費用を抑えるため。

青森

町の実施要綱に規定している。

青森

4親等まで調査するとなると時間がかかり過ぎるため。

青森

要綱に規定はなく、市町村長申立も行ったことはないが、現実的に2親等までが妥当のように思いま
す。

東京

東京家裁の独自ルールにより、都内自治体は2親等までの調査で可能。

東京

事務が煩雑となるため。

東京

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、障害
者福祉法の一部改正について」の一部改正について。H17.7厚労省通知による。

東京

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神
保健及び障害者福祉に関する法律及び知的障害者福祉法の一部改正について」の一部改正につい
て（平成17年7月29日障障発第0729001号、障精発第0729001号、老計発第0729001号 厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、老健
局計画課長連盟通知）
上記の通知に基づいて2親等としている。

東京

平成17年7月29日障障発第072901号、障精発第0729001号、老計発第0729001号通知により。

東京

戸籍調査に時間を要するため。

東京

平成17年7月29日付、国からの一部変更について○○区でも同様の取り扱いとしたため。

東京

（原則）

東京

本人の相続権がある親族までを原則としている。

東京

審判請求を必要とする者に対して、迅速な申立てができるよう2親等までの親族調査とした。

東京

厚生労働省からの通知に従っている。

東京

3親等以降調査は時間がかかり2親等以内で同意をもらっているケースが多い。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
東京

平成17年7月29日付、厚労省通知により市町村長申立ての十分な活用を図るため。

東京

親族調査に時間がかかるため。

東京

実際は相続対象者のみ実施している。

東京

平成17年7月29日付障障発第0729001号による。

東京

・平成17年7月29日付障障発第0729001号に基づき実施。
・親族調査の範囲が2親等まででいいため。

東京

資料1の平成20年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡の趣旨
による。

神奈川県

要綱により規程、ただし2親等内の親族がいない場合等状況により4親等まで調査を行う場合もある。

神奈川県

家庭裁判所と相談して指示を頂いている。

神奈川県

横浜家裁からの回答、但し2親等者が死亡している場合は3,4親等と調査。

神奈川県

○○市成年後見制度における市長の審判請求による要綱によるため。

神奈川県

国の通知による。

神奈川県

平成20年3月28日付厚生省通知（お送りいただいた資料に同じ）の通り2親等の調査を行う。但し、必
要に応じ4親等まで調査を行うケースもある。

神奈川県

平成17年7月29日付の厚生労働省通知により

神奈川県

厚労省通知による。

神奈川県

厚労省通知による。

神奈川県

平成20年の厚労省通知を受け、2親等及び推定相続人を調査対象としている。

神奈川県

平成20年の厚労省通知に基づく。

神奈川県

平成17年7月29日厚生労働省通達による

神奈川県

原則は2親等まで調査し、状況によっては3親等まで調査する。

神奈川県

平成17年7月29日付け、老計発第0729001号、老健局計画課長の通知による。

神奈川県

但しH23年度に申し立てた際に裁判所より4親等以内の調査を求められて、後日添付提出した。

神奈川県

4親等までとすると調査範囲が広範となり、事務が煩雑となってしまうとともに、実際に本人との関わり
がないことがほとんであるため。

神奈川県

厚労省の通知による。ただし、2親等までの親族がいない場合などは4親等まで拡大して調査してい
る。

神奈川県

調査に時間がかかるため。

209/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
神奈川県

平成17年7月29日付け厚生労働省通知による。

千葉県

緊急性が高いものが多く、厚生労働省老計通知書に従って運用している。

千葉県

平成17年7月29日の厚労省の通知により、親族調査の範囲が4親等以内から2親等以内に緩和された
ため。

千葉県

国の通知による。

千葉県

親族調査に時間がかかるため。

千葉県

17年度の通知により、2親等までと市の要綱で規定したため。

千葉県

平成17年通知により、市要綱で2親等までと規定したため。

千葉県

厚生労働省通知による。

千葉県

法改正により、事務処理の簡素化を図るため。（4親等→2親等へ対象要件緩和）

千葉県

事務手続上、示された通り2親等の調査として効率を上げている。しかし、必要に応じて、それ以上の
調査もする場合がある。

千葉県

申立を行うために1番時間を費やすものが親族調査であり、4親等から2親等げ緩和されたため。

千葉県

対象者において絶縁関係もしくは不明、障害者が多い。

千葉県

平成17年7月29日障発第0729001号、障発第0729001号等による「民法の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整備に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法
及び知的障害者福祉法の一部改正について」により実施。

千葉県

適正な市長申立を行うため。

千葉県

親族の意向確認のための戸籍確認などの手続きが3親等以上の場合、煩雑であるため。

千葉県

2親等まで連絡取れない又は拒否のある者について4親等まで拡大しても申し出ていただくことが難し
い場合が多く、調査時間もかかるため。

千葉県

4親等まで調査していると意向確認含め膨大な時間がかかってしまうため。

千葉県

虐待ケースなどの緊急性がある場合は2親等まで行っている。

千葉県

「平成17年7月29日障障発第0729001号」の通知により。

千葉県

「平成17年7月29日老計発第0729001号」の国の通知に基づいている。

千葉県

複雑な家族関係の人も多く、親族調査に時間がかかる。

千葉県

市要綱による。

千葉県

国の通知に拠り対応している。

210/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
千葉県

平成17年7月29日付け厚労省通知に基づき見直しを行った。

千葉県

平成17年7月29日付け厚労省通知に基づき見直し。

千葉県

平成17年における要件の緩和により行っている。

千葉県

平成17年における要件の緩和による。

千葉県

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神
保健及び精神障害者福祉に関する法律及び知的障害者福祉法の一部改正について」の別添を参考
にして事務処理をしている為。ただし、家庭裁判所で親族等の同意書は相続権のある者まで必要であ
ると指導を受けている為3親等まで調査することもある。

千葉県

厚生労働省から通知があったため。

千葉県

市町村申立てについて国の示す基準が「2親等まで」であるため。

千葉県

ケースによる。

千葉県

緊急を要するケースが多いため。

千葉県

最低2親等までは調査し、2親等内の親族がいない場合は、法定相続人までは調査するよう心掛けて
いる。しかし時間がかかる場合に申し立てまでの期間短縮のため2親等までの調査で申し立てを行っ
ている。

千葉県

平成17年の老計第0729001号の通知を受けて2親等までにした。

千葉県

平成17年7月29日付の厚生労働省の通知に基づき、要綱作成、調査を行っている為。

とちぎ

4親等までは、調査が難しいため。2親等でも大変でした。

とちぎ

親族調査に要する時間を抑えるため。

とちぎ

厚生労働省通知により2親等までとしている。

とちぎ

2親等までの調査で良いとされているため。

とちぎ

市の要綱の規定による。

とちぎ

厚労省の通知により。

とちぎ

要綱により。

とちぎ

要綱に定めているので。

とちぎ

単期間で申立てが行えるため。

とちぎ

範囲が広いと申し立てまでに時間を要し速応できないため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
群馬

国の通知による。

群馬

平成17年7月29日付厚生労働省通知による。

群馬

要綱による。

群馬

平成17年7月29日付厚生労働省通知による。

群馬

本人との関わりを考慮。

群馬

要綱により規定されている。親族の調査には時間がかかる場合があるため。

静岡

H17.7.29付厚労省通知を受け、要領を改正した。

静岡

できるかぎり4親等まで調査。

静岡

できる限り4親等まで調査したいが、H20.3.28通知により2親等までとする。

静岡

対象者との面識がない甥姪が多く連絡をとっても申立てをしてもらえる可能性がない。

静岡

要綱による。

静岡

「4」で調査を行ったが、大変苦労した。その後H17.7.29の通知の存在を知り、町の要綱も「4」→「2」に
一部改正し、現在は「2」となっている。

静岡

裁判所の指導による。

静岡

平成17年7月29日付厚生労働省社会援護局障害保健福祉部障害福祉部長他2課長の連名通知によ
り（別紙）。

静岡

それ以上の親等の方は調査しても関わりを持たない。

静岡

内規において定めている為。家庭裁判所より2親等でよいと回答があったため。

静岡

市町村長による申立ては、基本的に二親等内の親族の意思を確認すれば、足りる取扱いになってい
るため。

静岡

市長申立の親族確認調査が2親等以内となっているため。

静岡

市町申立ての場合の親族の確認範囲のため。

静岡

4親等で調査をすると、事務が煩雑で時間がかかるため。

静岡

厚生労働省事務連絡をうけて2親等までとしている。

静岡

限られた人数（職員）と時間内で対応せざるを得ず、可能な限り処理を迅速としたいため。

静岡

4親等内の親族の有無についての確認作業は日数を要するため、市長申立ての手続きの迅速な対応
を図る観点から2親等以内の調査としている。

静岡

法的に2親等までとされており、必要以上に調査をする必要がないと判断している。

212/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
静岡

2親等以内に親族がいない場合は4親等まで。

静岡

事務が煩雑であり、調査に時間がかかる為。

静岡

2親等までで足りるとされている（3，4親等で交流のある方がいれば確認する。）

山梨

確認作業が等雑になることから、2親等内の親族の有無を確認。

山梨

親族調査に時間を要するため。

山梨

国の指針どおり。

山梨

H17.7.29老計発第729001号通知による。

山梨

所在が明らかな4親等の親族がいれば申立の意思を確認している。

新潟県

申立までの期間短縮を図るため。

新潟県

4親等以内の親族の有無の確認作業が極めて煩雑であり、平成20年3月28日付厚労省通知にて、2親
等以内の親族確認すればよい旨の通知があったため。

新潟県

全く親族が不明の場合は2親等まで調査し申立ての意思確認を行っている。それ以上の調査は時間
がかかりすぎる為。ただし2親等までの親族がない又は申立の意思がなく、かつ、3親等、4親等の存在
を事前に把握している場合はそこまで調査、意思確認を行うこともある。

新潟県

別紙要綱のとおり。

新潟県

別紙要綱のとおり。

新潟県

平成17年7月29日老計発第0729001号老計局計画課長通知によるため。

愛知

原則的には2親等までとしているが、親族が全く見つからない場合は4親等まで調査することもある。

愛知

原則的には2親等までとしているが、親族が全く見つからない場合は4親等まで調査することもある。

愛知

国から考え方が示されていたため。

愛知

民法の一部改正通知を受けて。

愛知

民法の改正通知。

愛知

4親等以内の親族の有無についての確認作業が煩雑であり、厚労省による見通し（市町村長はあらか
じめ2親等以内の親族の有無を確認し、3，4親等であって、審判請求しようとする者の存在が明らかで
ある場合は、市町村長申立ては行わないことが適当）以降は、2親等までとしている。

愛知

第5条第2号による。

愛知

2親等以内の親族の有無が要綱の要件にあるから。

愛知

親族の協力が得られないため（平成22年の1件について）
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
愛知

特に決めていない。

愛知

4親等以内の親族すべてを確認する作業が極めて煩雑であるため。

愛知

当事者家族に成年後見制度の必要性を感じてもらえるような資料や成年後見制度のメリット、デメリッ
トが記してあるリーフレットがほしい。

愛知

豊明市成年後見制度における審判の市町申立てに関する要綱による。

愛知

より早く申立てへつなげるため。

愛知

親族の協力が得られないため（平成22年度の1件について）。

愛知

平成17年7月29日付けの厚生労働省通知に基づき2親等内親族を調査対象としている。

三重

遠方の方であったり、疎遠、絶縁状態であったり、亡くなられていたりなどでなかなか協力が得られな
い。

三重

国の通達で2親等まででも良いとあり、事務手続きをする場合に早急に行えるので。

三重

申立に要する期間の短縮。

三重

虐待で緊急性があった。

三重

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神
保健及び精神障害者福祉に関する法律および知的障害者福祉法の一部改正について」の一部改正
について（別紙）のとおり。

三重

親族調査に時間を要することによって、支援が遅れるため。

三重

戸籍が多く事務の遅れにより、本人の支援が遅れていくことは望まないため。

三重

地域包括支援センター業務マニュアルに従って。

三重

平成17年7月に通知のあったことにより事務を削減した。

岐阜県

平成17年7月29日付厚生労働省老健局計画課長の事務連絡による。

岐阜県

国の通知による（H17.7.29老計発第0729001号）

岐阜県

現在までありませんので回答出来ません。

石川県

必要な場合は4親等まで。

石川県

手続きが遅くなるため。

石川県

4親等までの調査は時間がかかり、見つかった場合においても支援を受けられるケースが少ないた
め。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
石川県

4親等までの確認作業が時間を要するため。

富山県

明らかに市町村申立となるケースの場合。

富山県

平成17年7月29日厚労省通知に基づき、親族調査の迅速化を図るため。

大阪

配偶者、２親等内の血族、相続人

大阪

平成１７年７月２９日付厚生労働省通知「『民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律により老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び知的障害者福
祉法の一部改正について』の一部改正について」に基づいて実施

大阪

・調査に時間がかかるため、申立が遅れ、そのため後見人等が付くのが遅れる。
・事務負担が大きいから

大阪

国の基準に準じたもの

大阪

平成１７年７月２９日付厚生労働省通知により親族調査の範囲が２親等以内の親族の有無と改められ
たことに基づく

大阪

平成１７年７月２９日付厚生労働省通知により親族調査の範囲が２親等以内の親族の有無と改められ
たことに基づく

大阪

平成１７年７月２９日付厚生労働省通知により親族調査の範囲が２親等以内の親族の有無と改められ
たことに基づく

大阪

４親等以内まで範囲を拡大すると確認作業が煩雑となり事務処理に長時間を要することになるため

大阪

申立ケースにおいては、親族関係が希薄している場合が多く、申立までに要する時間を短くする意味
でも２親等が妥当と考えている

大阪

平成１７年の厚労省からの通知により２親等までとした

大阪

裁判所に確認

大阪

平成１７年度厚生労働省の通知によるもの。ただし、推定相続人や関わりが深い親族の存在が明らか
な場合等には、必要に応じ、２親等以外の調査を行う。

大阪

申立要綱にて規定している。円滑な事務を図るため

大阪

迅速に対応するため

大阪

平成１７年７月２９日付け厚生労働省通知によって、「あらかじめ２親等以内の親族の有無の確認」と
改められたため

大阪

厚生労働省通知を参考としているため

大阪

厚生労働省通知による（平成１７年７月２９日付）
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
大阪

国の通知に準じている

大阪

平成１７年７月２９日付厚生労働省通知により

大阪

親族調査を４親等まで行うと調査に時間がかかってしまうため

大阪

親族調査に時間と要し、申立てが遅れることを懸念するため

大阪

親族調査に時間と要し、申立てが遅れることを懸念するため

大阪

ケースにもよるが、３親等以上の調査に時間を要することで市長申し立てが遅延する恐れがあるため

大阪

平成１７年７月２９日厚労省社会援護局通知を参考にしたもの

大阪

実質３親等まで、市内ケースで甥や姪が介護している実態などを踏まえて

大阪

国が２親等まででよいと通知しているため
但し、本市では法定相続人になりうる親族の範囲まで調査している

大阪

方針として示されたから

京都

申立ての迅速化のため

京都

要綱の規程による

京都

申立てを行うまでの事務処理時間を短縮し、迅速に本人の福祉を図るため

京都

平成１７年７月２９日付厚生労働省通知にて、原則として「あらかじめ２親等以内の親族の有無の確
認」とされたため

京都

厚生労働省の通知を踏まえ、円滑な事務執行を図るため、２親等以内の親族の有無を調査

京都

親族調査に時間がかかるため

京都

２親等以内の親族の有無を確認すればよいということになっているため

京都

平成２０年の利用支援事業の対象者の拡大等について事務連絡に基づき、原則２親等以内の親族確
認に変更した。

京都

平成２０年の事務連絡に基づき、事務の簡素化のため、原則２親等に変更。必要に応じて、３・４親等
まで調査する場合有

兵庫

厚労省通知によるため。ただし、遺産分割等が必要な場合は4親等まで調査

兵庫

要綱で定めている

兵庫

可能であれば４親等まで調べる場合もある。

兵庫

平成17年国通知に準じて改正した
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
兵庫

迅速に申立を行うため

兵庫

厚労省通知を受け、迅速に申立を行うため

兵庫

4親等までの調査は時間を要し、一般的にも2親等までの調査でも良いとされているため

兵庫

厚生労働省通知（平成17年7月29日付）による

兵庫

2親等内の親族調査しさえすればよいということではなく、対象者の必要性を見ながら判断しており、推
定相続人の調査も行っている。

兵庫

調査に時間を要するので基本は2親等まで。付き合いが確認できれば、3親等、4親等も調査する。

兵庫

2～4親等まで（状況に応じて）

兵庫

平成17年7月29日付通知により。

兵庫

厚生労働省通達により、4親等以内から2親等以内に改正

兵庫

厚生労働省通知に基づき、4親等から2親等に改正

兵庫

要綱に定めている

兵庫

○○市成年後見制度利用支援事業実施要綱による

兵庫

4親等内の親族の存在が明らかな場合はその限りではない

兵庫

市町村長申立ての際の親族調査の範囲については平成17年7月の厚生労働省通知によって原則とし
て「あらかじめ2親等以内の親族の有無の確認」と改められているため

兵庫

平成17年7月29日付厚生労働省通知によって、原則として「あらかじめ2親等内の親族の有無の確認」
と改められたため。

奈良

４親等まで調査を行えば、市長申し立てを行うまでに時間がかかりすぎるため

奈良

申立事務を円滑に進めるため。４親等まで調査すると時間がかかる上、申立を引き受けてくれる関係
にない場合がほとんどである

奈良

緊急を要するケースが多く、調査に時間がかけられないため

奈良

緊急等の時由により

奈良

成年後見制度利用支援事業実施要綱により

奈良

迅速に手続きを進めるため。ただし、３，４親等も親族で審判請求をする者の存在が明らかであるかど
うかの確認は行う

奈良

要綱では４親等としているが運用上は２親等
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由

奈良

４親等までの調査は事務が煩雑であるため。また、厚生労働省社会・援護局通達（平成１７年７月２９
日）障障発第0729001号、障精発第0729001号、老計発第0729001号通知「民法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律及び知的障害者福祉法の一部改正について」の一部改正について」により、二親等以
内の親族の有無を確認すればよい、との通知あり。

和歌山

事務の簡略化のため

和歌山

別紙のとおり

和歌山

基本は２親等であるが親族間内の問題が大きなものであったり，後々問題が生じないよう，予防の意
味で４親等までする場合もある

和歌山

２～３親等 何十年も入院している方で，かかわりの状態も良くない等，情報があるため。
しかし，ケースによっては，４親等まで調査することも考えている。

広島

厚労省通知による。

広島

平成17年7月29日付け厚生労働省障害福祉課長、精神保健福祉課長、計画課長通知の趣旨に鑑み
原則、2親等までは必ず親族調査を行う。なお、3親等又は4親等の親族であって、その存在が明らか
である者による本人保護の可能性があれば、これについても調査を行う。

広島

国の通知及び4親等では調査範囲が広すぎ成年後見につなげる事務が膨大になるため。

広島

時間がかかるため。

広島

当初は4親等までとしていたが、4親等以内の親族の有無確認作業が極めて煩雑であるため。

広島

事務手続きの簡易化により、迅速な対応を図るため。

広島

4親等では、調査に時間がかかり、必要な時に迅速な対応ができない。

広島

要綱による。

山口

要綱による。但し、4親等内に親族があって、審判請求することが明らかであるなどの場合を除く。

山口

以前は4親等まで調査していたが時間がかかり申立人のことをよくご存知でないことが多いため。

山口

戸籍調査に日数、労力が多大にかかるため。

山口

戸籍調査に日数、労力が多大にかかるため。

山口

H17.7.29付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉部長、精神保健福祉部長及び老健局
計画課長連盟通知より。

山口

(H23.6.22～)但し、音信のある4親等内の親族がある場合は意向調査を行う。

山口

本市要綱において対象者は「配偶者又は２親等以内の親族がいないこと」とされている為。

山口

国からの通達による。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
山口

実施要綱で規定されている為。

岡山県

要綱で定めている

岡山県

４親等の該当者との交流は、ほとんどないため。

岡山県

国の通知による

岡山県

国からの通知に基づき、迅速化

岡山県

平成１７年７月２９日付け厚生労働省通知を参考

岡山県

要綱に規定している。

岡山県

申立期間の短縮のため。

香川県

4親等の調査に時間、労力がかかりすぎる。国の通知もあり、申立意向がある親族がわからなければ2
親等でしている。

香川県

平成17年7月29日の老健局からの通知に基づき調査を行う。

香川県

高齢者担当部署に合わせている。

香川県

（高齢者）調査に時間が必要となり、市長申立を行うケースは早急に対応が必要であるため。

香川県

（高齢者）国の事務連絡にあるため。ただし、4親等内に審判請求する者が明らかな場合は除く。

香川県

4親等まで可能なら調査することもあるが、2親等まででもよいとしている。

徳島

厚労省通知による。

徳島

厚生労働省の事務連絡より、2親等までの調査でよいとされているため。

徳島

H17.7.29付厚生労働省通知による。

徳島

実施要綱の定めによる。

徳島

ケースバイケース。

徳島

法改正により、2親等でもかまわないこととなったため。

徳島

法改正に応じている。4親等が明らかにわかる場合は、併せて調査している。

えひめ

国の通知による。

えひめ

厚生労働省平成17年7月29日「民法の1部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び知的障害者福祉法の一部
改正について」の一部改正について。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
えひめ

国の解釈通知に準じて。

えひめ

要綱に定めている。

えひめ

存否確認の作業が煩雑で時間がかかるため。

えひめ

事務処理を迅速に進めるため。

えひめ

迅速に申立を進めていくため。

福岡

高齢者支援課、迅速に市長申立てを行うため（4親等まで調査すると時間がかかり過ぎる）。

福岡

厚労省より市町村長申立の親族調査に関して、2親等までの調査で良いことが示されている。

福岡

筑後市成年後見制度に係る市長の審判請求に関する要綱により。

福岡

平成17年7月29日付厚生労働省通知により。

福岡

厚生労働省からの事務連絡によるもの。

福岡

平成17年7月29日付通知による。

福岡

戸籍の取得に時間を要するため。

福岡

本人の状況等を裁判所に確認しながら行う。

福岡

以前は4親等まで行っていたが、今後は申立てに至るまでの時間を短縮したいので2親等に改める。

福岡

（直系血族）戸籍調査に時間がかかるため。

福岡

戸籍、住民票調査に時間がかかるため。

福岡

国の事務連絡で、親族調査の範囲が例示されているため。

福岡

国の事務連絡において、親族調査の範囲が例示されているため。

福岡

平成20年3月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡による。

福岡

平成20年3月28日付厚生労働省事務連絡2（3）により。

福岡

H17.7.29付通知による。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
福岡

申立の実績がない又実施要綱には本人の親族の存否のみであり何親等までとは定めていない。

福岡

事例に沿って検討している。

福岡

法改正。

福岡

厚労省の事務連絡による。

福岡

申立を迅速に行うため。

福岡

H17.7.29付障害福祉課長通知による。

福岡

厚労省の事務連絡による。

佐賀

生活保護法に準じて

佐賀

以前は4親等まで調査を行っていたが、申立までにかなりの日数を要すること又町長申立の対象とな
りそうな被保護者については2親等でさえ疎遠となり、連絡がつかないこと等から原則2親等まで調査、
連絡としている。

佐賀

国の通知より

佐賀

国の通知に準ずる

長崎

平成17年7月29日付け障障発第0729001号、障精発第0729001号、老計発第0729001号、厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、老健
局計画課長連盟通知による。

長崎

厚生労働省からの事務連絡による。

長崎

1H17.7.29厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、精神保健福祉課長、老健局計画
課長連盟通知による。

長崎

要綱で定めているため（平成24年3月13日改正）。

大分

H17.7.29付け厚生労働省通知を参考に要綱で2親等以内の親族がいないものとしているため。

大分

4親等まで調査を行うと事務が煩雑になり、申立てを行うまでにかなりの時間を要するため。

大分

4親等まで調査を行うと事務が煩雑になり、申立てを行うまでにかなりの時間を要するため。

大分

通知に基づくもの。

大分

平成20年3月28日付厚生労働省の通知に基づいて。

大分

国の通知が根拠。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
大分

平成17年7月29日付けの厚労省の通知による。

熊本

H20.3.28付厚労省社会支援局事務連絡により実施。

熊本

町要綱の規程による。

熊本

迅速に審判請求するために2親等以内にしているが、明らかに4親等内の親族が分かっている場合は
確認している。

熊本

但し審査会で再調査を求められる場合は3～4親等まで調査することもある。

熊本

要綱で定めているから。

熊本

H20.3.28厚労省社会・援護局からの通知による対象者拡大。

熊本

国、県の指針に基づいて実施。4親等では調査に時間がかかり、本人の不利益となるため。

熊本

平成17年7月29日障障発第0729001号、障精発第0729001号、老計発第0729001号により2親等までの
調査としている。

熊本

処理の迅速化を図るため。

熊本

親族による支援の可能性を計るには2親等までの調査で実質的に充分であり、かつ処理の迅速化を
図る必要があるため。

宮崎県

国の通知により。

宮崎県

国の通知による。

宮崎県

確認作業ができるだけ煩雑化しないように。

宮崎県

法定相続人。

鹿児島

情報収集が困難で３親等までの調査案件しかない。

鹿児島

事業要綱に規定している。

鹿児島

国の条件緩和の指示に基づく

鹿児島

要綱では2親等までとしている。H23.2の相談の時は、4親等まで調べた。

鹿児島

厚生労働省の通達でそうなっているので、最低限の範囲と思っている。

鹿児島

高齢者の場合、兄弟、父母の兄弟が多く、戸籍確認だけでも数ヶ月かかることがあるため、通達にした
がっている。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
①２親等まで 理由
鹿児島

高齢者の場合、兄弟、父母の兄弟が多く、戸籍確認だけでも数ヶ月かかることがあるため、通達にした
がっている。

鹿児島

事務が煩雑になるのを防ぐため

沖縄

4親等内調査には膨大な時間を費やすことから、申立までの期間が長期化してしまう為。

沖縄

規程第2条（審査請求の基準）を参照。
第2条 老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律第51条の11の2の規定において特に市長が必要があると認めるときは、次の各号のいずれか
に該当するときとする。
（1）審判請求の審判の対象者（以下「本人」という。）の配偶者及び2親等内の親族（以下これらを「親
族等」という。）が存在しないとき又は親族等が音信不通で連絡がつかないとき。
（2）本人及び親族等が、民法（明治29年法律第89号）第7条、第11条及び第14条の審判の請求をしな
いと認められるとき。
（3）本人に対し、虐待があると認められるとき。
（4）前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

沖縄

改正通知にあわせて対応。

沖縄

親族調査に時間を要し、申立てまでに時間がかかるため2親等までにしている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
②４親等まで 理由
旭川

現行制度は原則4親等であるため（家庭裁判所での手続等で問い合わせ等はあるのでは
ないか）

旭川

要綱で定めている。

山形

基本的には2親等までとしているが、戸籍上4親等まで調査としている。

秋田

4親等を超えると親族間の交流が疎遠となる可能性が高く、実際に支援も望めないため。

秋田

要綱による。

秋田

親族の交流が希薄になるため。

秋田

取扱要綱の改正の検討が必要。検討後は2親等までの確認と考えている。

青森

要領により、条件を満たす場合には、親族の存否確認は2親等までとするとしている。

青森

要領により、条件を満たす場合には、2親等までとしている。

東京

法定相続人の把握、申立権者の委任によって社会福祉協議会の代理申し立てが可能か
を確認するため。

東京

要綱上。

東京

平成17年7月29日付厚生労働省の見解に基づいて、2親等内の親族の有無を確認後、2親
等内の親族がなく、4親等内の親族であって審判請求をする者の存在が明らかである場合
は、4親等までとしている。

東京

配偶者等がいない場合。

東京

要綱の規定に従って。

東京

従前の要綱に従っている。今期改正予定。

東京

要綱で定められている。

東京

○○町成年後見制度に係る審判の請求手続き等に関する要綱による。

東京

ケースによっては2親等以上の調査も実施している。

東京

今後2親等までに改訂していく予定。

東京

今後2親等までに改訂していく予定。

神奈川県

法定相続人が近親でいない場合は、やむをえず4親等まで行っている。

神奈川県

法定相続人が近親でいない場合は、やむをえず4親等まで行っている。

神奈川県

家庭裁判所は親族の申立てに係る意向について推定相続人の同意書を求めているた
め、原則としては3親等内親族を戸籍にて調査する。ただし、虐待等で緊急に申立てが必
要な場合は厚生労働省通知（H17.7.29)に基づき2親等内親族の調査に留め、上申書にて
状況を付記する。

224/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
②４親等まで 理由
神奈川県

申立てができるため、早期の申立が必要な場合は2親等の把握にとどまる場合もある。

神奈川県

家庭裁判所から要望があるため。

神奈川県

相続が発生した時のために、念のため調査している。

神奈川県

相続発生時に備え、念のため調査している。

千葉県

要綱改正を行っていない為。

千葉県

4親等内の親族であれば申立てができる為。

千葉県

4親等内の親族であれば申立てができる為。

千葉県

後見開始等審判の申立は本格的には親族が行うべきであり、親族の範囲を広げることで
親族による申立ての可能性が高くなるため。

千葉県

後見開始等審判の申立は本格的には親族が行うべきであり、対象となる親族の範囲を広
げることで親族による申立ての可能性が高くなるため。

千葉県

4親等までが申立てを行えるため。

千葉県

要項で規程。（○○市成年後見等開始審判請求実施要綱）

千葉県

町の要綱上基準が「4親等まで」であるため。

千葉県

申立の説明をするための、親族は多いほうがよいため。

千葉県

申し立ての基本が、「本人」「配偶者」「4親等内」となっているから。

千葉県

原則4親等としているが、対象者の状況により2親等としている。

千葉県

後見人候補者や、相続人の有無を確認するため。

千葉県

親族による申立てが優先されるため。

千葉県

民法の規定により。

とちぎ

調査は4親等まで行うが、厚労省通知（平成17年7月29日付）に基づき、2親等以内の親族
がない又は親族があっても申し立てを行おうとする者がいない場合には、市長申し立ての
対象としている。

とちぎ

本人との関わりを持っているような親族が3，4親等にいる場合などは4親等まで調査してい
る。

とちぎ

要綱により規定しているため。

とちぎ

要綱によって定められているため。

とちぎ

要綱で定められているため。

とちぎ

実施要綱に基づき、行っている。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
②４親等まで 理由

とちぎ

ただし、2親等内の親族がいない要支援者で、当該用支援者の保護のために申し立てを
行うことが必要と市長が認めたものも申し立ての対象者とすることができる。

とちぎ

要綱に規程しているため。

とちぎ

「平成17年7月29日付け厚生労働省通知では、2親等以内の親族の有無の確認」と明記さ
れている。「2親等以内の親族調査のみで良い」と明記されていないため。

とちぎ

該当者と親族との関係を把握する必要があるため。

とちぎ

民法の規定に基づき、申立てができる者の有無を確認するため、要綱上4親等内の親族
の存否等を調査する旨定め、運用基準において4親等内の親族を確認することが困難な
場合は本人のための迅速かつ適切な申し立てを優先するため、必ずしも確認を要せず、
その場合の調査方法と経緯を記録・保存する旨を規定している。

とちぎ

実施要綱より。

群馬

要綱の規定による。

群馬

過去の実例は1件だけ。要綱では2親等までとしているが初の実例であったので範囲を広
げて調査した。

群馬

なるべく親族に申し立てて欲しいから。

群馬

親族の把握、申立てに対する意向の確認、トラブル防止。

群馬

なるべく親族に申請して頂きたいため十分調べる為。

群馬

近隣市町村に親族がいることが多いため。

群馬

親族トラブルのリスクをさけるため。

静岡

現在の要綱で規定しているため。要綱の改正を検討中。

静岡

現在の要綱で規定しているため。要綱の改正を検討中。

静岡

○○市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続きに関する要領の定めによる。た
だし、親族全てに意思を確認することが困難な場合は、2親等以内の親族に確認すると定
めている。

静岡

要項で定めているから。

静岡

平成24年度から実施するため実績はないが、要綱に親族等の有無の確認できない場合、
市長申立の条件としているため。

静岡

対象者に親族等がいない場合又は親族等の有無が確認できない場合を市町申立の条件
としているため。

静岡

可能な限り、親族による申し立てをお願いするため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
②４親等まで 理由
静岡

2親等内で親族がいない場合。

静岡

市長申立てに至るケースは、殆どは高齢者として包括支援センターが関わっており、その
過程において、関わってくれる親族を探すことになるので、結果として4親等の親族まで探
すことにつながっている。

静岡

要綱に規定されているため。

静岡

親族の申立てを優先するため、医療同意、延命治療など後見人ができないことがある。

静岡

申立てをする意思の確認が必要であるため。

山梨

高齢化が進み、未婚・独居が多くなっている町の現状の中で、町が対象とする範囲に限度
があるので。

新潟県

ケースバイケース。

新潟県

親族でやれるものは、死後の対応もあるので親族にお願いするのが筋と考えるため。

新潟県

4親等を基準としている訳ではなく状況の確認も含めて、調査対象としている。

新潟県

支援過程において、いとこの存在を把握していたため。

三重

2親等までに死んでだれもいなかったため。また、相続人の捜索について行った。

岐阜県

2親等では範囲がせますぎると考える。

岐阜県

現要綱に基づく。

岐阜県

現要綱に基づく。

岐阜県

障障発第0729001（別紙①）の1，2のとり。

岐阜県

要綱に規定調査するものとしている。

岐阜県

取扱要綱内に定めたいるため。

岐阜県

市の市長申し立ての取扱要綱で定めている。

岐阜県

国の基準に従っている。

岐阜県

調査はするが、能力がない場合は、市町申立てを行う。

福井県

成年後見制度は、本人、配偶者、四親等内の親族等の当事者による申立に基づく利用に
委ねることが基本であるため。

福井県

4親等まで情報があったので。

福井県

高齢者に準じて。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
②４親等まで 理由
福井県

2親等以上の親族での申立に繋がる事案がある。

福井県

明らかにいるとわかっている場合のみ4親等まで。

石川県

特にありません。

富山県

申立人の依頼は2親等までですが、親族同意は法定相続人（場合によっては3親等まで）を
調査確認します。

富山県

親族申立に少しでも期待できる場合。

富山県

実施要綱第3条において、2親等以内の親族がいない場合にあっては、3親等又は4親等の
親族で審判請求をする者の確認を定めているため。

大阪

基本的に４親等としているが、戸籍調査不能の場合は特に調査していない

大阪

要綱に規定している

大阪

申立の可能性（特に同一市に在住の３親等で交流のある人）の把握のため

大阪

今のところ必要性を感じない

大阪

４親等までが多い（２親等内に親族がいる事案が少なく、４親等の人に申し立ての意志が
あった事案もあるため）

大阪

２親等まででは家庭裁判所で４親等まで取り寄せない理由を聞かれるため

大阪

緊急の場合は２親等まで

京都

家裁の調査官より依頼があったため

京都

不明

京都

平成１７年７月２９日付厚生労働省通知にて原則「あらかじめ２親等以内の親族の有無の
確認」とされたため

京都

要綱上ではあるが、不明の場合は可能な限りで行っている

京都

要綱上は２親等。非常に複雑な家系で４親等までしらべると、親族がみつかり、施設入所
になったケースがあった。

京都

４親等まで申立権があるので

兵庫

3．4親等にあたる人を事前に把握していたため。もし、事前の情報で全く身寄りがなく分か
らない場合は、時間がかかるため2親等まで調査する。

兵庫

4親等でも申立てできる人もいるから

兵庫

親族による申立ての可能性があるため

兵庫

市町申立てに関する取扱要綱に規程しているため
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
②４親等まで 理由
奈良

２親等以内の親族がなくても４親等の親族のある場合もある

奈良

必須ではないが、申し立てられる人がいた場合や確認をとるため

奈良

三親等又は四親等の親族であって審判請求のできる者の存在が明らかな場合もあり、そ
の場合は親族による方がよいと考えるため

奈良

調査の実績ではないですが、実際にするとしたら要綱で４親等以内の親族がいるときは、
親族へ申立を促すと規定しているので、４親等まで調査すると思う。

奈良

本人に対しての幅広い情報を確保するため

奈良

親族申立の可能性を確認するため

和歌山

申し立て権のある親族が本当にいないか確認するため

和歌山

対象者の背景や事情に調査の時間がかかる場合は２親等までの確認でとどまるケースも
ありうる

和歌山

親族がいるのであれば，親族に申立てしてもらうほうがよい

和歌山

予定

広島

家庭裁判所にて、3～4親等の親族の状況を質問されることがあること。また、3～4親等の
親族に対象者の状況の通知と申立て依頼を行うことで、初めて対象者の窮状を知って申
立てに応じるケースもあるため。

広島

原則は4親等までであるが、緊急性、その他の状況により2親等までのアプローチで終える
ケースもある。

広島

申立ての意思確認のため。

広島

要綱の規定による。

山口

確認書は2親等。

山口

2親等以内の親族で生存者や申立者がいない場合があるため4親等まで調査はするが、
対象者が多く調査に時間がかかる場合は2親等までにしている。

山口

○○市障害者成年後見制度に係る市長による審判請求手続きに関する要綱による。

山口

法律上は4親等までが申立権者であるため（後々のトラブルなどを防ぐため）。

山口

4親等以内の血族には申立てする権利がある為。ただし、虐待等緊急性がある場合はこ
の限りではない。

山口

親族後見申立て範囲に準ずる。

山口

要綱では4親等まで調査することにしているが、緊急性の高いケースが市長申立となること
が多く、親族調査にかける時間があまりないため2親等までの調査としているケースもあ
る。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
②４親等まで 理由
岡山県

国の通知による

岡山県

緊急性が伴う場合は二等親までの調査としているが、緊急性が伴わない場合、出来る限
り親族で対応していただきたいため。

香川県

高松家庭裁判所に2親等まででよいか質問したところ、市長申立ての場合、出来る限り4親
等までと言われた。

香川県

要綱において、審判請求の要否の要件として、認知症高齢者等の配偶者および4親等内
の親族の有無ならびに当該親族等による保護の可能性および審判の請求を行う意思を統
合的に考慮することになっている。

香川県

（ケースによっては2親等も有りえる）。本来、四親等以内の親族ならば申立てをできるもの
である為、それらの方の申立ての意思の有無を確認すべきであると考えるため。

香川県

一応分かれば4親等まで調査しているが、不明の場合は平成17年7月29日付厚生労働省
通知にあるとおり2親等迄しか調べていない。

香川県

（障害）

香川県

（障害者）事務処理上必要性があると考える。

徳島

親族申立てにきりかわる場合がある。

徳島

要項の中で、4親等内の親族による審判の申立てについての見込状況を把握する必要が
あるため。

徳島

要項の中で4親等内の親族による審判の申し立てについての見込状況を把握する必要が
あるため。

徳島

出来る範囲は調査を行っている。

徳島

要綱上。

徳島

ケースバイケース。

徳島

できるだけ申し立てに親族がかかわってもらいたいから。

えひめ

「要綱に3親等又は4親等の親族があって、審判の申立をする者の存在が明らかであると
きは、市町が行う審判の申立は行わない」とあるため。

えひめ

○○市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱（平成22年6月22日 告示第120号）第
3条の規定によるため。

えひめ

親族への意向確認（申立の同意等）については2親等まで実施。

福岡

生活福祉課。

福岡

要綱の中で、4親等までの確認を要件としている為。

福岡

要綱に定めあり。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
②４親等まで 理由
福岡

甥や姪の調査まで必要なことが多いため。

福岡

規程のとおり。

福岡

親族がいる場合は、その者が後見人になることが適当と考えるため。

福岡

2親等までの親族がいない場合。

福岡

実施要綱に基づき実施している。

福岡

親族間の紛争等避ける為。

福岡

要綱の規定のとおり。

佐賀

対象者も高齢で２親等の親族は死亡や施設入所している

佐賀

要綱に規定されているため

佐賀

要綱に規定されているため

長崎

当市の成年後見制度利用支援事業実施要綱において2親等内の親族の有無や4親等内
の親族が申立てを行う見込みを確認するようになっている。

熊本

近隣市町の動向に合わせて。

熊本

本来親族請求すべきものである。

宮崎県

以前申立しようと調査したところ、姪の方が身元引受人になると言われた事案がある。親
族内で解決できるものはお願いしたいと考えいている。

鹿児島

平成23年度に1件町長申立を行った。精神科に長期入院しており、親族の確認も出来ず、
今回行った。（県外からの転入者）

鹿児島

申立者の範囲が、本人、配偶者、四親等内の親族、区市町村長と認識しているため。

鹿児島

要綱で定めてある。

鹿児島

状況を把握し必要のある者について調査した。

沖縄

要綱による。

沖縄

当市の要綱の規定により。

沖縄

審判請求をする者の存在が明らかであるときは除く。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。
山形

本家、分家までを考えると実際に本人に関わっている人は4親等より離れている人が多い。申立者の
範囲はもっと柔軟でよいのではと考える。

秋田

実際に親族調査を行ったことはないが、当地域は親族関係が複雑な場合や2親等までの親族がなく
なっている場合も多いため、4親等までの調査となることが、一般的と予測される。いずれ調査に係る
作業量は多い。

秋田

聞き取り調査では、4親等まで調査しています。

青森

上記のとおり実績がありませんが当市高齢福祉課と同様(４親等まで調査すると時間がかかりすぎる
ため）です。また、以下（２）後見申立の準備期間や（３）申立の障害理由についても同様。

青森

市町村長申立て実績がないため、調査実績もなし。

青森

親族調査を行ったことがない。

青森

高齢者は、亡くなった時のこともある為、可能な限り親族調査を行う。

青森

亡くなった時のこともあるため、可能な限り親族調査を行う。

青森

交流の新密度が大きく影響している。

東京

推定相続人又は2親等。

東京

緊急性のある場合や虐待ケースの場合はケースバイケースで対応している。

東京

本人に兄弟不在等著しく親族が乏しい事例については4親等まで調査する場合もある。

東京

「○○区成年後見制度における区長による審判の請求手続き等に関する要綱」においては4親等まで
としているが、運用で2親等までとしている。

東京

要綱改正により2親等までにする予定。

東京

町長申立てが今までないため、親族調査もありません。

神奈川県

申立てにあたり家庭裁判所に推定相続人全ての同意書を提出しなければならない。根充して高齢者
は同胞が多いため、1回の申立てで50件以上の戸籍調査が必要となる場合もある。こうした親族調査
等申立事務の負担は決して小さくない。

神奈川県

2親等内の親族が亡くなっていても、代襲相続人の申立て同意の有無を問われるため、親族調査の手
間は大きい。

千葉県

ケースによっては4親等の方と接触することで親族内の事情が分かることもある。

千葉県

緊急性がない場合は、できるだけ4親等まで調査を行いたいと思うが、戸籍照会に大変時間を要す
る。また、3，4親等の方は本人との関係が希薄であったり、本人との面識がない場合があること考える
と、時間をかけて3，4親等まで調査を行う必要があるのか、疑問に思う。

とちぎ

市長申立てをするにあたり、親族把握をする作業に手間や時間がかかる。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。
とちぎ

平成24年4月1日付けで2親等以内の親族調査とする内容に改正予定である。

群馬

2親等までの調査で充分と思う。今後はそうしていきたい。

群馬

○○市で対応した事例については、社会福祉行議会と連携し、日常生活自立支援事業を利用するこ
とで成り立ち、成年後見制度の利用にはなっていない。
*尚、○○市では、成年後見制度の周知、理解、啓発等を目的として、講演会、相談会等を行ってい
る。
（平成19年度 講演会 参加43人、平成20年度 相談会 相談5件、平成21年度 相談会 相談4件、
平成22年度 相談会 相談4件、平成23年度 講演会 参加43人）

静岡

・後見人になってくれる人がいない。
・申請してから後見人がついて動けるようになるまで時間がかかる。

静岡

相続権がある人にのみ同意書をもらえばいいのか、まんべんなくもらった方がいいのか。

新潟県

特に何親等までかは定めていないが、できる限り親族関係は調査すべきと考えている。

愛知

平成23年10月から○○成年後見センターに委託しているため調査や申立ての手続についてはそちら
で行っています。

愛知

平成23年10月から○○成年後見センターに委託しているため。調査や申立の手続きについてはそち
らで行っています。

三重

直系卑属については2親等以上も調査に努めています。又、親等にかかわらず推定相続人も調査して
います。

岐阜県

実績がなく具体的な定めをしていません。

岐阜県

親族調査を簡単に、又、2親等までにするようしてほしい。

福井県

4親等に限らず、2又は3親等の調査で終了する場合ある。

富山県

申し立て人（お願いをすれば申し立て人となってくれる親族）がいるにも関わらず、高齢で遠方のた
め、申し立て人の面接を受けに富山まで来れないケースがたまに見かける。家裁同士が連携をとって
本人の面接する家裁と、申し立て人が受理面接を受ける家裁を別々にしていただければ、このような
ケースは多く拾えるのに・・・と思う。

大阪

申立実績なしのため調査実施もなし

大阪

申し立ての意向確認は２親等までとしています。

京都

現行の要綱では親族調査を４親等までとしているが、申立てに係る事務を簡素化するために２親等ま
での調査で申立てが可能となる要綱に平成２４年４月１日より改正予定

兵庫

今まで町長申立がなく返答が困難です

奈良

２親等親族がおらず、その他親族が関わっている場合のみ、申立の意思確認、後見人等候補者にな
る意思確認し同意書をいただいてケースがあった

和歌山

現在のところ例がないのでしていません
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（１）親族の調査は何親等までしていますか？
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。
和歌山
広島

場合により３親等まで調査を行っている
2親等までの親族がいない場合、家庭裁判所より相続人調査のため、3親等まで調べてほしいという申
し出があった。

香川県

3，4親等の親族で存在が明らかな者がいる場合は、その者の調査も行う。

香川県

これまで、申立がないので分からないが、ケースの状況によると思う。

徳島

2親等までに緩和されているが、甥、姪、伯父母、叔父母が世話をしているケースが近年多くみられる
ため、必要に応じて3親等または4親等まで調査している。

福岡

要綱を変更（2親等へ）する必要性を感じている。

福岡

預金等の多い長期入院及び入所者で通常親族の支援を受けられていない方の申立てを行う場合、親
族の申立意思の確認を行うべきか判断に迷う事がある。市長申立ての必要を感じた場合、親族の反
対があっても行うべきなのか？

福岡

H22年度申立時については家族の状況から3親等まで実施。生存親族の状況に応じて調査の範囲を
決定する。

福岡

血族は音信が途絶えていても支援が期待できることもあるが姻族については調査する意義が乏しいと
思われる。しかし上記通知により必ず調査している。

長崎

上記の確認のため、市町村長申立は手間や時間がかかりすぎるのが難点である。

長崎

平成24年度からの事業取組みに際しては、被後見人の事情等も十分に勘案して迅速な事務処理を行
いたい。

大分

2親等までとりあえず調査し、必要があれば4親等まで範囲を広げる。

熊本

記載日現在は「4親等まで」だが、「2親等まで」に改正し、公示済み。

鹿児島

現段階で、申し立ての取扱いなし。

鹿児島

現在のところ、何親等までするか決めていない。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（３）より短期間で市町村長申立てをするために、障害となる理由は何ですか？
⑤以下の理由による。
函館

後見人候補がなかなか見つからない。
親族の調査に時間と手間を要する。

旭川

実施なし。

旭川

財産の確認。生活費等の確認。

旭川

診断書の作成に時間がかかる。

旭川

実績なし。

釧路

対象者が65歳未満であったため、市町村長による成年後見審判請求に関し、請求権者と
しての要件の確認が必要であった。（老人福祉法上では『六十五歳以上の者につき』とあ
り市町村長審判請求は不可。医師の診断書により「脳の疾患による精神上の障害のある
方」という客観的な判断を行い、手帳交付はないが精神障害者とみなして精神保健福祉法
第51条の11の2に基づき市町村長申立を行った。）

山形

家裁における日程調整に時間がかかる。申立依頼の日程調査を依頼すると一か月後の
申立日を指定される事がある。

山形

推薦できる第三者後見人が不足している。

山形

医師の診断書作成依頼に手間がかかるため。

山形

書類の整備に時間がかかる。

秋田

市町村申立て実績がないため不明です。

青森

本当にその方に、この制度を活用してよいか。何を支援してもらうのか。その他に方法が
ないか判断するのに時間がかかる。

青森

実績がないため、推し量るが困難である。

青森

困難ケースが多く、施設入所や入院手続きなどの支援と並行して行っているため。

青森

不明。

青森

市町村長申立を受けたことがないため不明。

青森

担当者が制度について理解不足と実績がないため、理由がわからない。

青森

専従で行っているわけではないので、他業務との兼ね合いがあり大変である。

青森

実績なし。

東京

後見人候補者の選定。

東京

後見候補者を立てずに申立を行うと、家庭裁判所の後見開始決定が遅くなる傾向がある。
区は、個々のケースによって専門職である社会福祉士や司法書士などを検討し、候補者
を立てるようにしているが、相応の報酬費用を自己負担できない経済的困窮者については
候補者を立てることが難しく、結果的に1ケ月以上の日数を要している。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（３）より短期間で市町村長申立てをするために、障害となる理由は何ですか？
⑤以下の理由による。
東京

後見人の候補者を探すことが困難な場合がある。

東京

診断書作成に時間を要する。

東京

1.同居の親族がいる場合に、本人の処遇との関係も出てくるので、時間がかかる場合があ
る。
2.候補者（後見人の）がなかなか決まらない場合がある。

東京

財産に関する調整に時間がかかる。

東京

財産に関する調査に時間を要する。

東京

必要性の判断自体に時間がかかるケースもある。

東京

後見人候補者の選定。法人後見の場合の審査等に時間がかかる。

神奈川県

申立てに必要な書類の作成等に時間がかかる。後見人候補者や鑑定医の選定に時間が
かかる。

神奈川県

後見人候補者の選任に時間がかかる場合がある。

神奈川県

他業務も兼任しているため、着手するのに時間を要する。

神奈川県

他業務も兼任しているため、着手するのに時間を要する。

神奈川県

・人事異動により担当者が替わると制度を最初から勉強しなければならず、申立手続きの
理解にも時間がかかる。
・後見等申立用の診断書を取るまでに時間がかかる。

神奈川県

事例が少なく回答が難しい。

神奈川県

診断書を記入してくれる医師を探す必要がある場合など。

神奈川県

親族が申立てを迷う期間がある。

千葉県

本人の財産確認に時間がかかる。

千葉県

他の業務で忙しい。

千葉県

親族の有無の調査後、生存している親族に連絡をとり、本人の現況や申立に対する意思
確認、同意書への記入依頼などに時間をとられる。

千葉県

本人の資産の確認に時間を要する。

千葉県

申立て必要性の見極めのための情報収集(現況確認、受病状況等）。

千葉県

本人が高齢者の場合、本人やその他配偶者の兄弟（姉妹）が多くいるケースがあり、全員
の戸籍照会や存命者の意思確認には、大変時間を要す。

千葉県

精神鑑定の可否等、細々した確認に時間がかかる。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（３）より短期間で市町村長申立てをするために、障害となる理由は何ですか？
⑤以下の理由による。
千葉県

財産目録、収支予定表の作成に時間がかかる。本人が一人暮らしの場合、添付資料を無
くしている、内容を思い出せない等がある。

千葉県

ケースないためデータなし。

千葉県

医療機関の本制度の理解不足。

千葉県

成年後見人候補が不足している。

千葉県

認知症などにより判断基準が失われているケースが多く、診断書作成の医師受診が非常
に困難。

とちぎ

担当者の理解・経験の不足。

とちぎ

町長申立てを行ったことがないので、わからない。

群馬

申立手続きを含め、制度に精通している者が少ない。（人事異動）

群馬

本籍が市外であったり、本人や親族の戸籍の異動が多い場合。

群馬

申立書類の作成と添付書類の準備に時間がかかる。

群馬

専門知識を持っている社会福祉士などの専門職がいない。

群馬

財政的なこと。

群馬

成年後見制度に対する理解不足。

静岡

資産等の調査に時間がかかる。

静岡

件数が少なく、実務に精通する職員がいない為、迅速に対応することが難しい。

静岡

非常に財産の多い方だったので、財産目録を作成するのに大変苦慮した。その後、ある弁
護士に「わからないものは、わからないで出せば良いんだよ。後は後見人がやるんだ
し・・・。市町村長申立ては、わかる範囲で作って出せば、裁判所は受け取ってくれるよ。」
と聞き、がっかり・・・。また、判断能力が欠けている状態でも対象者本人がある程度納得さ
れないと、スムーズに手続きが進められず、その説得に時間がかかる。

静岡

診断書の作成、附票の作成<特に生活歴や資産の把握>。本籍が別の自治体にあり場合
の戸籍謄本の取得に時間がかかる。

静岡

親族がいない場合の生育歴等の確認、書類の準備等。

静岡

事務に精通した職員がいない、調査項目が多い、提出書類が多い。

静岡

法務局等の書類の取り寄せ等。

静岡

現職員で申立事務をやったことがないため、日数等については不明です。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（３）より短期間で市町村長申立てをするために、障害となる理由は何ですか？
⑤以下の理由による。
山梨

調査等に時間がかかると思われる。

山梨

実績がないので判りません。

山梨

家裁の予約の都合で申立てが遅くなることが何回もある。

新潟県

後見登記の取り寄せ、財産目録記入、診断書取り寄せ。

新潟県

第三者後見人候補者を探すのに時間がかかることがある。

愛知

医師の診断書が遅い（定期受診の主治医がない場合）。

愛知

財産目録の調査が強制的に出来る訳ではないため時間をかける場合が多い。

愛知

診断書の作成、親族の理解。

三重

他の業務もあり、申立てだけに時間をかけられない。

三重

担当者が申立事務に慣れていないために取りかかるまでに時間がかかる。

三重

成年後見審査会の日程調整。

岐阜県

生活歴等の確認が難しい。

岐阜県

市町村申立て実績がないため不明。

岐阜県

診断書、銀行への預金残高の取得に時間がかかる。

岐阜県

財産状況の確認等に時間を要す。

石川県

他業務に手間取り、申立て書類作成に時間がかかってしまうため。

富山県

本人申立をすることやその必要性を伝える事、保佐・補助の場合はどこまで保佐人等にお
願いしなければならないかの見極め等にも時間を要する。

富山県

市長申立ての場合は、困難事例が多く、後見人になってもらえる方（第三者後見人）がな
かなかいないため。

富山県

診断書の作成に時間がかかる。

大阪

５年間事例がなく、申立事務のノウハウがないため

大阪

診断書作成に時間がかかる。受信歴のない方は受信からの支援も要す

大阪

診断書作成に時間がかかる。受信歴のない方は受信からの支援も要す
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（３）より短期間で市町村長申立てをするために、障害となる理由は何ですか？
⑤以下の理由による。
大阪

書類の作成に時間がかかる

大阪

市長申し立てに該当するのか等、他に方法がないのか模索する時間も要する。親族だけ
ではなく、書類をそろえるのに時間を要する

大阪

審査会の開催等

大阪

事務に時間がかかる

京都

申立書類作成に時間がかかる

京都

ケース毎に親族関係や収支の状況が異なるため、事務手続を進める上で確認作業に時
間がかかる

京都

一般の申立とは異なり、行政においては対象者とのかかわりに限界があり、断片的な情
報をもとに申立書類を作成することになるため、申立書類の作成にも一定の時間を要して
いる

京都

診断書の作成に時間がかかる

兵庫

住民票は他市で、本人の居所や本人のいる場所（例えば倉庫で生活している）が当市の
場合は、戸籍を取り寄せるのに時間がかかっている。

兵庫

他業務との兼務により

兵庫

後見人等の受皿がない

奈良

未だ携わった数が１件なのでわからないが、裁判所での選任にかなり時間がかかり、選任
後、事務がスムーズに行えなかった。

奈良

奈良家庭裁判所葛城支部の面接日が限られており、申込予約時に２週間から１カ月先の
予約になる

奈良

診断書作成のための受診（医療機関へのつながりがない場合）

奈良

後見候補者依頼

奈良

・診断書を書いてもらう医療機関の調整
・必要書類のとりよせ
・書類がそろってから申立の予約をすると１カ月ほど待たなければならない

奈良

高齢者が申立に必要な添付書類を紛失しており、探し出したり、どの機関とどのようなか
かわりがあるかを把握し、その機関へ再発行を依頼したりするのにも手間と時間を要しま
す。

和歌山

経験が乏しく積み重ねがない中で社会福祉士を中心に事務を行っていく予定です

和歌山

実績がないためわからない

239/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（３）より短期間で市町村長申立てをするために、障害となる理由は何ですか？
⑤以下の理由による。
和歌山

診断書の取り寄せに時間がかかる

和歌山

診断書で不足である時（鑑定が必要な時）時間がかかる

広島

医師の診断書がなかなか来ない。

広島

申立てに必要な書類の作成に時間を要する。特に、収支予算表の作成と関係資料の収
集。

広島

裁判所の受付に日数がかかる。

山口

実例がない。

山口

ケースによってさまざまな問題や障害が生じる。

山口

事例によって状況が異なるため、必要性の判断に時間がかかる。

香川県

親族が県外の場合、本人との関係が疎遠な場合に時間がかかる。

香川県

診断書、鑑定に時間がかかる。

香川県

診断書を受けとり、申立て書作成に時間がかかる。

香川県

回答不能。

徳島

申立に必要な書類の収集に時間がかかる。

徳島

親族の意思の確認を含めた調査、必要書類の取得、書類の作成など全てにおいて手間
が必要で時間がかかる。

徳島

上記項目全てにおいて、時間と手間を要する。

徳島

知識不足。

徳島

実績がないため不明。

えひめ

実績なし。

えひめ

申立時に市の方で後見人候補を出すために時間がかかっている。

えひめ

円滑な利用の為後見人等候補者を確保する必要がある。

福岡

様々な事例に対応できるマニュアルがない（事例集）。件数は少ないが、申立するケース
の多くが虐待か困難事例であるのにノウハウがない。また、件数が少ないこともあり、経験
が少なく指導できる職員がほとんどいないため、手探り状態での申請となり時間がかか
る。後見センター（家裁）に相談しても、説明が専門的すぎてわからなかった（当初）。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（３）より短期間で市町村長申立てをするために、障害となる理由は何ですか？
⑤以下の理由による。

福岡

後見候補者等の手配。本人への制度説明と受入。※手続きに必要なものではないが、審
判後スムーズにいくように、最初の時点と申立てるまでの本人達への気持ちの揺れに寄り
添うことを並行しているのに時間がかかっている。

福岡

通常の相談業務等の対応に追われているため。

佐賀

即日徴収方式による予約の兼ね合いと申立費用の出金までの事務手続きに時間を要す
る。

佐賀

親族が成年後見制度に理解がなく、申立することに反対する。医師によっては診断書の作
成が遅い場合がある。

佐賀

親族がいる場合の市町村申し立ての可否の判断に時間がかかる。

大分

対象者の能力生活状況及び健康状況や虐待等統合的勘案し申立てについて検討が必要
であるため。

大分

申立の手続きに関する知識が不足している。

大分

案件が少ないため、事務に慣れていない。

熊本

親族の虐待等の場合、事実関係に時間が掛かる。

宮崎県

本市において市長申立ての要請は過去2例しかなく、裁判所等への事務手続きに精通し
た職員がいない為。

鹿児島

・手続きが煩雑で内容が難しい。提出書類の簡略化が必要。 ・家族・親族申立は、市町
村申立に優先するため、迅速な申立の阻害要因になっている。 ・診断書を得るための方
策（本人を受診に結びつける方策や診断書費用の問題） ・資産状況（預貯金・不動産・年
金証書等）の把握・確認作業。 ・生活歴・入院歴の把握。

鹿児島

申立に係る予算確保。

鹿児島

職員の知識・実務経験が少ないため。

鹿児島

申立に係る添付書類の作成や収集及び確認等

鹿児島

添付書類の作成、資料等の収集確認に時間を要するため

鹿児島

財産目録の作成や診断書の提出など、申立前に財産を実質管理されている方との資料提
出についてのやり取りに時間がかかることがある（１～２ヶ月ほど）

鹿児島

財産目録の作成や診断書の提出など、申立前に財産を実質管理されている方との資料提
出についてのやり取りに時間がかかることがある（１～２ヶ月ほど）

鹿児島

成年後見を申立てて、どのように活用できるか。

沖縄

親族の不同意確認に時間がかかるため、継続中の申立てが1件ある。

沖縄

診断書の入手に時間がかかる。

241/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
２ 市町村長申立にあたり
（３）より短期間で市町村長申立てをするために、障害となる理由は何ですか？
⑤以下の理由による。
沖縄

離島から本島への書類のやりとりや親族の腰の重さ、軽さ。

沖縄

他市町村からの転入者も増え、公的資料の取得、2-4親等親族の確定に1～3か月を要し
ている。又、選任で業務ではなく、その他多くの業務をかかえているため、業務処理に時間
を費している状況もある。

沖縄

本人の状況調査に時間を要する。

沖縄

申立てに至るまでの会議や検討会、情報収集、提出書類の準備等に時間を要する。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
３ 御庁の市町村長申立て手続き方法の改善・向上のため、どのような情報を得たいですか？具体的にお
書きください。
函館

後見人候補者に関する情報。

旭川

親族への意向調査の確認内容。

旭川

実際に市町村申立てを行っている自治体の事例。

旭川

本制度が住民に広く浸透することが必要で、そのために、市町村の窓口だけでなく本制度に関係する
職域や団体等が広く情報発信することが大切です。自治体との連携が申立手続の改善、向上につなが
ると考えます。

旭川

申立事務の簡略化と簡素化について。

釧路

他都市の状況、各団体等のサポート体制等。

釧路

他市町村の申立てのケース等、実際のケースを知りたい。

山形

法人後見実施団体の情報。

山形

他市町村の実施状況。

山形

手続きの簡素化に関する情報。

秋田

法改正時の関連文書、事務連絡等の情報。

秋田

手続きの内容やフローチャート、パンフなどわかり易い情報を得たい。

秋田

市町村長申立て手続きについて他の市町村の実施例や統一された実施についてのマニュアルがある
とよいと考えます。

秋田

後見人の報酬の額。当該制度の実施状況（全国）→市町村長申立の実施範囲。

秋田

親族情報。

青森

市町村長申立て手続きの具体的手順。

東京

後見人として受けやすいケース、受けにくいケース例など。

東京

専門職後見人の活動実績、行政からの相談窓口。

東京

親族の同意書の有無による審判に要する期間の関連性。

東京

虐待のケースの場合でも受任してもらえる候補者情報。

東京

申立に関する判定会議や事務分担等、手続きに関する調整や役割分担を明確化すること。

東京

後見人の選任について（被後見人の抱えている課題により、どのような専門職の方を選任したら良いか
をご教示いただきたい。

東京

申立書類作成の委託をした方が早いか、職員が作成したほうが早いか、判断がつかない。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
３ 御庁の市町村長申立て手続き方法の改善・向上のため、どのような情報を得たいですか？具体的にお
書きください。
東京

他区町村の事業実施状況。

神奈川県

他の市町村において市町村申立ての対象者（費用負担）をどう定めているか。

神奈川県

・財産や収支の裏付け調査に限界がある。直近の3か月分の生活費が把握できないケースもある。
・負債の状況把握ができない。
・年金事務所へ照会しても、個人情報保護法を理由に断られる。

神奈川県

他市町村及び社会福祉協議会との先進的事例による意見交換会。

神奈川県

申立書類の作成・準備に時間を要している現状があります。作成の代行していただけると改善・向上す
ると思われる。

神奈川県

申立書類の作成・準備に時間を要している現状があります。作成の代行していただけると改善・向上す
ると思われる。

神奈川県

精神鑑定が必要な場合、診断書を作成してくれる医師の情報。

神奈川県

・親族等による申立て意思の確認。
・市長申立ての同意
の2点をどのタイミングでどのように行っているか。

神奈川県

他市町村の申立までにかかる日数など。

千葉県

市長申立て事務の流れ。

千葉県

家庭裁判所への申し立て後、どのような経過で後見人等の審判がなされるのか。

千葉県

・家裁へ提出後に時間を要すため、進捗状況などを教えてほしい。
・戸籍の請求先が一括してわかるとかなり申立までの時間が短縮される。

千葉県

後見人等候補者となっていただける方の情報がほしい。

千葉県

・具体的な運用が記載されたマニュアル。
・市民向けのわかりやすパンフレット作成方法や普及啓発の方法。

千葉県

市町村長申立ての必要性の有無判断をより迅速に行い、対応できるよう、実際に市町村長申立てを
行った様々なケースの対応事例集を作成し、情報提供していただきたい。

千葉県

より短期間で申立てに結び付けるための方法（他市の手続方法等）。

千葉県

資産調査は、どの程度まで調べる必要があるか。土地、家屋については市内にあれば把握できるが、
市外の場合は把握がむずかしいので、どのように調べたらよいか。

千葉県

他市の手続きの方法→・親族への意向確認の方法。・申立て可否のケース会議等実施方法。・家裁と
どの程度連携しながら申立てを行っているか。・後見人候補者の選定方法。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
３ 御庁の市町村長申立て手続き方法の改善・向上のため、どのような情報を得たいですか？具体的にお
書きください。
千葉県

他市町村の手続の方法について、「申立てを行う際の親族の意向確認や申立の可否の判断など」

千葉県

協力体制を作れるNPO法人等。

千葉県

先進自治体の事務処理についての情報。

千葉県

現在、支援事業を行っていないため、今後の事業実績により、必要な情報等の確認を行い、事業の充
実と向上をはかりたい。

千葉県

他市町村の後見人の報酬助成の対象とする基準を情報として知りたい。

千葉県

他市町村の状況。

千葉県

専門家による申立て手続き方法の指導。

千葉県

任意後見を行うことができる個人、法人、団体の情報。

千葉県

既に成年後見制度を利用している対象者等の事例がい知りたい。

とちぎ

各市町村の市長申し立て状況や、情報交換の場があるといい。

とちぎ

効率的な事務手続きの流れ。実際の運用法。

とちぎ

・他自治体の取り組み状況、実績。
・事例検討。

とちぎ

・親族調査などをスムーズに進めるためのマニュアル的な情報をいただきたい。
・先進市町村における取組の紹介。

とちぎ

後見人候補者の選定について。

とちぎ

後見候補者選定について。

とちぎ

市で処理したケースが少ないので、一般的な市町村長申立ての申請のためのマニュアル本があると良
い（記入例、手続きの手順）

とちぎ

内規上の問題で、庁内で取得できる必要書類が公用で請求できない場合がある。他市町村での、個人
情報請求・取得の実態を知りたい。

とちぎ

親族の申立意思の確認にどれ位をみているのか。返事がない場合、どの位の期間をみて、申し立ての
意思がないと判断しているのか、他市の様子を知りたい。

とちぎ

他市町の実践事例。

とちぎ

他方の市町村長申立ての事例を情報提供して頂ける機会（若しくは事例集など）があると良いと思う。
具体的なイメージを持ちやすいので。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
３ 御庁の市町村長申立て手続き方法の改善・向上のため、どのような情報を得たいですか？具体的にお
書きください。
とちぎ

困難な事例に対する対応など。

とちぎ

申立て実施自治体の実例等。

とちぎ

事例集

群馬

実務研修会等の実施など。

群馬

司法書士、弁護士会等との地域連携のモデル等。又、実際に市から、市長申立てを行う際に相談を受
けた頂くとこは可能であるか。

群馬

国の財政的な支援はあるのか。

群馬

実務担当者の行う具体的な業務、手続き方法について。

群馬

申請までの流れのマニュアル化が必要であると思うのでそのような情報がほしい。担当が異動になると
又１からやり直しになる。

群馬

・申立て手続きに関する研修会。
・申立て手続きに関する相談窓口。
・申立て手続きの解説。

静岡

後見開始後の活動状況例。

静岡

先進的な自治体の要綱や取り組みを知りたい。

静岡

他の市町村における制度内容や事例対応に関する情報を知りたい。

静岡

事例が少ないため、事務等が円滑に行えるよう情報交換をしたい。

静岡

事例が少ないため事務等が円滑に実施できるよう情報交換の場がほしい。

静岡

昨年11月～○○郡下の包括と司法書士の方々、弁護士の方々との勉強会を行っていますが、今後も
多くの関係者の方に参加していただき、相互に気軽に相談できるような関係を構築していけたらと思い
ます。（○○さんもぜひ参加下さい）。

静岡

親族の申立て意思確認の方法（スピーディーな）。

静岡

後見人候補者のリスト。

静岡

他の自治体の情報。

静岡

他市町村の取組み。

静岡

これまで事例も少なく、手続きについて不慣れである。日頃から手続きについて必要な知識を得られる
研修の場があると良い。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
３ 御庁の市町村長申立て手続き方法の改善・向上のため、どのような情報を得たいですか？具体的にお
書きください。

山梨

まだ、事例がないので、具体的な内容がわからないが、実績を持っている市町村ではどのような課題を
持っているのか。上記（2）（3）の具体的な内容を知りたい。

新潟県

申立て書類の簡略化に関する情報。

新潟県

申立費用は、申立人の負担とされているが、財政事情も厳しいことから被後見人本人に相当の資産が
ある場合は、予納した手続費用について求償権を取得したい。その方法について知りたい。

新潟県

情報というより市長申立て手続きを行うにあたって家裁に相談した時、「こちらは申立てを受けるだけ」
と回答されるのみでなく相談にのっていただきたい。

新潟県

他市町村の動き。

新潟県

全国の市区町村の戸籍請求担当部署の一覧が欲しい。現在戸籍の公用請求をする際、インターネット
で検索して各役所の所在地、担当部署名等を調べなければならず、その作業にも一定の時間が掛
かってしまっている。

愛知

他市町村との比較。

愛知

まだH24年度からのスタートで、実際の件数はないためよくわからない。

愛知

他市町村の運用方法。

愛知

担当者としてこれまでに経験がないことから、わかりやい手続きマニュアルがあると助かります。

愛知

他市町村の取り組みの紹介。

岐阜県

県単位での担当職員の研修会の実施。

岐阜県

自らの役所において全国に点在する戸籍情報や住民情報を取得する事が可能ならば、手続きが早く
進みやすい。

岐阜県

申立をしても受けていただく方（司法書士、社協）の受け入れが充分でない。

福井県

実績がないため、実際に申立てされた際の課題や、その時の対処を教えてほしい。

福井県

事例等がないのでわからない。

石川県

・担当者の個人的思いではなく根拠にある市町村としての判断の為、申立要請書が出た後、審査会で
の会議で決定している。ほかの市町ではどんな仕組みがあるか知りたい。
・事務分担はどのようにされているか。

石川県

国による費用の支援。人員の確保。

富山県

書類作成やどこまで支援をしているか（市町村申立てを考えていたが、親族を頼み込んだら親族が申
立てをしてくれたケースについて）など実務的なところを他市町村を意見交換したい。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
３ 御庁の市町村長申立て手続き方法の改善・向上のため、どのような情報を得たいですか？具体的にお
書きください。

富山県

司法書士の方をはじめ、専門職の方が申立てを支援される場合について、
・申立て支援をされるきっかけ（親族はいるが、手続きが難しくてできないためなど）。
・必要期間等。

富山県

提出書類等の簡略化を。

大阪

現在、要綱の整備中であり、参考とするため他自治体の策定した要綱についての情報を得たい。

大阪

他市町村の申立に関する事務改善の取り組み

大阪

申立事務に必要な様式・フローチャート

大阪

本人申立が可能な能力範囲（明らかに後見事件では無理と思われるが、補助・保佐事例の場合本人
に同行する形で支援ができるかもしれない）

大阪

実績がないため、具体的な申し立ての流れや、民間団体による活動内容の情報

大阪

他の自治体の状況等

京都

申立てに必要な書類の記入方法について記入例はあるがケースによっては本人についての情報が乏
しく記入できない欄もある。そのため、最低限必要な記入内容など、記入方法の詳細について知りた
い。

京都

親族調査についてどのような者が２親等内の親族となるか、詳しく知りたい（養子、外国人、未成年等）

京都

親族調査についてどのような者が２親等内の親族となるか詳しく知りたい。（養子・離婚した配偶者の
子、外国人、未成年等）

京都

本アンケートを通じて、自治体の状況を取りまとめていただき、調査結果を情報提供していただきたい

京都

相談の大半が悪質業者の被害リストに上がるような方が多い。市長申立よりも申立人の支援をしてい
ただける方探しに時間をとられている。

兵庫

他都市の申立て手続の具体的な手順や問題点などの情報

兵庫

家庭裁判所への申立て手続の仕方（市長村長申立を具体的に）
家庭裁判所の成年後見担当の方が少なく連絡とるのに時間がかかる。

兵庫

親族はいるが、申立てがすすまないケースをどう判断し、守っているのか、他自治体の運用を知りたい
と思います。

兵庫

担当者の研修、理解を深めること

兵庫

各自治体の取組状況

兵庫

○○地域で後見人等の活動ができる法人等の情報

兵庫

申し立ての決定がスムーズに行えるように、内部で検討する判断材料としての事例やマニュアルなど
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
３ 御庁の市町村長申立て手続き方法の改善・向上のため、どのような情報を得たいですか？具体的にお
書きください。
兵庫

様式がＰＤＦで、いちいち手書きとなるのでホームページにワード、エクセルなど記載可能なフォームを
アップしてほしい。

兵庫

担当職が成年後見についてわかりやすく説明しても、親族が後見制度について難しい関わりたくないと
いう思いでとまってしまう時など、支援できない状態ではないが、本人の権利を守るため時間をかけ説
得するのがよいのか迷う。

兵庫

親族調査や照会等にかなりの時間や事務が必要である。必要なことなので、すぐの改善はなかなか困
難な現状と認識している。

兵庫

市町村の事務担当者を対象とした説明会や研修会を企画してほしい。小規模な自治体では経験がな
く、担当者が手さぐり状態となってしまい。手続きに時間がかかるなどの支障もあるため、バックアップ
体制を図ってほしい。

兵庫

説明会や研修の実施

兵庫

実際の事務に関する具体的研修

奈良

公平で正確な判断をするためにも、様々なケースの事例を知りたい

奈良

生活保護受給者について、親族の同意書を生活保護の援助意志の確認書類をもって同意書に代えら
れないか。生活保護手続中に、はっきりと経済的支援・精神的支援が出来ないと明言してきているケー
スに改めて同意書をとるのは二重の作業である

奈良

行政職員は、定期異動があるため包括職員に依頼していが、直営でない場合手続きが行政職員にな
るので、第３機関が中心となって行っていただけるような場所を（安価で）教えていただきたい

奈良

近所の市町村の申立状況、要綱等

奈良

困難ｹｰｽへの対応事例

和歌山

実際に市町村長申立てをしたことがないため，手続の進め方等

広島

市町村長申立を行うための研修。人事異動で配置転換されたばかりの担当者は他業務にもおわれる
ため、手続きの面倒な作業に手間どうため。

広島

成年後見制度の具体的な手続きの学習。

山口

高齢者と障害者の担当部署が分かれていることなどから、効率よく情報交換や連携を図る方法や、潜
在的な第三者後見のニーズ等を把握するための体制の構築について。

山口

市町村長申立ての際の事務処理。親族調査や意向確認の方法など。

山口

他自治体に対し戸籍を請求する場合、請求指定した本籍地、筆頭者の戸籍以外にも関連する戸籍が
ある場合は提供して頂きたい。

山口

他の自治体における市長申立ての必要性の判断を、誰が、どのように、どの程度時間をかけて行って
いるのか。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
３ 御庁の市町村長申立て手続き方法の改善・向上のため、どのような情報を得たいですか？具体的にお
書きください。
岡山県

市町村長申立てのマニュアルのようなものがあれば得たい。

香川県

他市で実施している市町申立ての手続き等の手引きの情報を得たい。

香川県

全国統一した市町村長申立て手続き等の手引きの情報を得たい。

香川県

・市長申立て実施可否の決定方法について。
・後見人候補者の選定方法について。

香川県

担当課長、係長が権利擁護事業の必須として町全体で関わっていけるように県からの積極的（参加
型）な指導が必要である。

徳島

市町村長申立件数の多い市町村の情報。

徳島

①具体的な勉強会。年々、微妙な様式の変更がある。（書類が整備出来れば法務局も裁判所も手続き
は迅速になっている）

徳島

前ページ⑤に同じ。
（・町長申立てについての事務手続き。
・法人後見と市民後見人の育成について。
・本人が没後の手続きについて。）

徳島

マニュアル等があれば。

徳島

手続きの具体的なマニュアルをお示し願いたい。

徳島

専従の職員を置くなど、成年後見制度の窓口を明確にしている自治体の情報があれば提供していただ
きたい。

えひめ

親族意向確認で親族が申立をする意思が確認できたケースで、実際は申立てをしようとしない時の対
応策について助言いただきたい。

えひめ

後見人候補者選定のため。第三者後見人との申立時から連携するため。システムについて。

えひめ

後見人候補の状況。

福岡

市町村長申立のマニュアル、事例集。

福岡

・後見を受ける（ている）法人等リスト。
・後見を受ける（ている）専門職リスト。

福岡

H17.7.29付通知において「3親等又は4親等であって、審判請求する者の存在が明らかかどうか」の「明
らか」をどう判断するのか？2親等以内の親族調査を行うと、3、4親等の存在は戸籍等から判明する事
が多い。これにより「存在が明らか」と判断すべきなのか、それとも「審判請求するかどうか聞き取りして
いない＝請求する者の存在が明らかでない。」と判断してよいのか。

福岡

鑑定が省略されるかどうかの基準について。

福岡

他地域の市長申立ての基準と現状について。
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第２ 報酬助成に関連して、市町村長申立てについてお聞きします。
３ 御庁の市町村長申立て手続き方法の改善・向上のため、どのような情報を得たいですか？具体的にお
書きください。
佐賀

市町村申し立てのマニュアル及び定期的な研修の実施に関する情報

佐賀

親族に反対されたり、経済的虐待のケースにおいては、確たる証拠をつかむことが難しい場合、福祉の
観点から申立が必要と感じられてもなかなか申立に踏み切れない。このようなケースにおいてのＱ＆Ａ
や他の自治体の取り組みがあればよい。

長崎

他市町村の手続期間短縮に向けた取り組み事例など。

長崎

他市において、市町村長申立て手続きをスムーズに行ってる事例など。

長崎

他の自治体の市町村長申立ての実例を知りたい。

長崎

申立事務のノウハウ（本人、親族調査等）。申立要否の判断のためのノウハウ。

熊本

申立て手続きの流れを作成し、手続きを行っている。手順に関しては把握が出来ていると思う。入院や
入所の方の申立てに関しては、比較的情報が分かりやすく、書類の作成が進むが、在宅の補助、保佐
レベルの方の聞き取りについて手間がかかっている。在宅の方の申立て時に判断能力が低下した方
に、申立ての同意を得るための方法等について具体的な教材があれば良い。

熊本

手続きを迅速に進めるためにどのような流れで対応したら最もよいのか親族調査の状況。

熊本

申立に必要な実務研修。

宮崎県

市町村申立手続研修及び手引書があると良い。

宮崎県

市町村長申立て手続きの流れをわかりやすく説明した資料、研修の開催。

鹿児島

迅速な支援の方法（効率的な方法）を知りたい。申立関係の書類の内容、整備について、具体的にど
の程度必要か。

鹿児島

制度についての研修だけではなく、窓口担当者向けの実務研修

鹿児島

生活保護世帯や経済的に年金のみの場合は、成年後見人の制度は利用しがたい。成年後見人を取り
扱っている社協に問い合わせると、ある一定額の収入がないと、この制度は利用がしづらいと話された
ことがある。

沖縄

介護保険施設、生活保護施設等の入所者に対し、市町村申立の実施機関がどこなのかについてガイ
ドラインの策定を検討しており、それらについての情報があればいただきたい。

沖縄

研修などで手続き方法を勉強する必要があると思います。

沖縄

市町村長申立ての手順（時間短縮等）の情報。

沖縄

法律的知識も乏しく、関係書類をみながらの事務となっている。申し立てに関連する法的知識が学べる
研修が年2回程度あれば、業務に関係する■■が受講でき、意思疎通も向上すると感じる。

沖縄

各自治体の申立手続きの流れ、対応方法、親族へのアプローチ方法。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等
ありましたら、ご提供をお願い致します。）
①はい
ⅲ 講師は誰に依頼していますか？また依頼する予定ですか？
その他の担当
旭川

社会福祉協議会に委託して実施するため講師は未定。

神奈川県

行政書士、税理士

神奈川県

行政書士、税理士
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等
ありましたら、ご提供をお願い致します。）
①はい
ⅴ 市民後見人が後見業務を行なう際、その監督体制はどのようにし（てい）ますか？
釧路

家庭裁判所による監督。

釧路

今後の検討。

釧路

成年後見支援センター（仮称）を平成24年に設置予定。

釧路

後見実施機関を設置し、法人後見及び法人後見監督を行う予定。

山形

未定。

秋田

現在検討中。

青森

社会福祉協議会に後見監督人を依頼。

青森

社会福祉協議会へ委託する予定。

青森

わからない。

東京

社協が後見監督を行う。

東京

○○区社会福祉協議会が行っている。

東京

検討中です。

東京

全て社会福祉協議会が実施。

東京

○○区社会福祉協議会が後見監督人を受任している。

東京

○○区社会福祉協議会が後見監督人をしている。

東京

一部、社会福祉協議会が成年後見監督人を受任している。

東京

社会福祉協議会が支援。

東京

社協が監督人を受任、弁護士などの協力を得ながら監督業務を行う。

東京

一般社団法人○○成年後見センターが後見監督人に就任している。

東京

一般社団法人○○成年後見センターが後見監督人に就任している。

東京

社協が後見監督人になる予定。

東京

社会福祉協議会が監督業務を行い市民後見人をバックアップするのがよいと考えている。

東京

○○区社会福祉協議会の権利擁護センターが○○区の成年後見制度推進機関として、後見監督業務
を行うこととしている。

東京

原則として成年後見推進機関が担う。

東京

権利擁護センターが後見監督をおこなっている。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等
ありましたら、ご提供をお願い致します。）
①はい
ⅴ 市民後見人が後見業務を行なう際、その監督体制はどのようにし（てい）ますか？
東京

市社会福祉協議会が後見監督人として選任されている。

東京

○○市社会福祉協議会を監督人とする。

東京

準備中。

東京

今期以降、成年後見推進機関を立上げ、監督を実施する予定。

東京

社協を後見監督人に選任していただけるよう申立てしている。

東京

○○市社会福祉協議会が後見監督業務を行う。

東京

○○成年後見センターが監督。

東京

同法人である○○成年後見センターが後見監督人に就任している。

東京

担当職員を配置し、監督、指導、助言、家庭裁判所宛の提出書類をチェック等している。

東京

東京家裁では、社協の監督人を条件としているが、その条件がつく前にすでに単身受任・複数後見・司
法書士個人の監督付の受任があり、市や社協が監督以下でも支援している。

神奈川県

専門職との複数後見を前提としている。また、（社協に登録して活動を行うが）社協に月1回の活動報告
を行う（家裁からの監督人は特についていない）。

神奈川県

区社会協議会が、区域の市民後見の実施機関として市民後見人への日常的な相談助言、支援を通じ
て、監督的機能を果たします。

神奈川県

開設予定の(仮）成年後見相談センターに於いて、市民後見人の養成を行い、その活用について研究
し、監督体制についても今後検討していく。

神奈川県

開設予定の(仮）成年後見相談センターに於いて、市民後見人の養成を行い、その活用について研究
し、監督体制についても今後検討していく。

神奈川県 現在、市民後見人の監督、支援、受任等の体制について検討中。
千葉県

3市がそれぞれ権利擁護支援業務として委託し、監督している。

千葉県

3市がそれぞれ権利擁護支援業務として委託し、監督している。

千葉県

検討中。

千葉県

検討中。

とちぎ

検討中。

254/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等
ありましたら、ご提供をお願い致します。）
①はい
ⅴ 市民後見人が後見業務を行なう際、その監督体制はどのようにし（てい）ますか？
群馬

裁判所の指導を受けながら町担当が定期的に確認していきたいと考える。

静岡

社会福祉協議会が市民後見人の養成を行い、後見業務の監督を行う。市がそのバックアップを行う予
定。

静岡

検討段階。

山梨

市民後見または監督人としてのバックアップ。

山梨

監督を含めた支援機関の体制整備については24年度に検討。

新潟県

監督、支援体制を確立してから養成予定。

新潟県

必要性を見極めて、検討していきたい。

愛知

未定。

愛知

未定。

愛知

○○市社会福祉協議会が後見監督人として就任する。

福井県

未定。

福井県

まだ監督体制は作成途上。

富山県

社協が行う法人後見の履行候補者として活動するという前提のもと、社協への定期的な活動報告（書類
提出等）を義務付ける予定。

大阪

養成研修会は府の事業を活用するが、受任調整やサポート体制は市独自の仕組みづくりについて今後
検討していく予定

大阪

後見監督人はつけずに単独で後見業務を行う。但し、サポートセンターと定期的な面談・活動報告をして
もらう

大阪

後見監督人はつけずに単独で後見業務を行う。但し、サポートセンターと定期的な面談・活動報告をして
もらう

大阪

検討中

大阪

未定（今後検討）

京都

未定

兵庫

当面、養成実施期間である神戸市社会福祉協議会が成年後見監督人として就任する。辞任後は、同協
議会において活動支援を行う

兵庫

市社会福祉協議会を事務局とし、社協職員及び専門職のチームによる支援を検討中

兵庫

○○市高齢者・障害者権利擁護支援センターにて監督

兵庫

○○市高齢者・障害者権利擁護支援センターにて監督
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等
ありましたら、ご提供をお願い致します。）
①はい
ⅴ 市民後見人が後見業務を行なう際、その監督体制はどのようにし（てい）ますか？
兵庫

未定（検討課題です）

兵庫

検討中

兵庫

現在検討中である

兵庫

成年後見センターを社会福祉協議会に委託し実施することとしており、その中で市民後見人の養成、
フォロー体制の構築・監督を行う予定

山口

町社会福祉協議会の設置機関（生活サポートセンター）

岡山県

平成２３年度については、民生委員児童委員を対象に募集、応募者２名について、県社協主催養成研修
の受講料を助成、平成２４年度については未定。（まず支援体制等を整えることが必要、検討中）

岡山県

権利擁護アドバイザー(弁護士・社会福祉士／精神保健福祉士）の助言、協力を得ながら地域包括支援
センターで行う。

岡山県

○○権利擁護センターが実施する。

岡山県

①市民後見人は専門職後見人と複数後見で活動しています。②弁護士会、リーガルサポート、社会福
祉とアドバイザー契約を締結。

岡山県

専門職とペアで受任するようにしている。月一回のアドバイザー定例会議の時に活動報告をしてもらって
いる。

岡山県

初年度には専門職と複数後見を行う予定、また数ヶ月に一度は交流会を開催し、面談等を行う予定。

福岡

24年度から構築する予定。

福岡

上記理由により同センターに雇用されることでその監督下にある。

福岡

○○市社会福祉協議会が法人後見を行う予定であり、市民後見人は法人後見の中で活動を行う予定。

福岡

社協予定。

福岡

未定。

福岡

未整備、今後成年後見センター設立を検討していく。

福岡

未整備、今後、成年後見センター設立を検討していく。

大分

具体的には未定。後見制度について見識のある法人に委託することになると思う。

熊本

○○成年後見センターが、監督人としてサポートしていく体制を考えている。

熊本

平成24年度権利擁護センター開設による体制づくりを考えている。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
函館

市民後見人を養成する方向性はあるが、まだ予定していない。

函館

事業についての十分な協議が出来ていないため。

函館

検討中。

函館

必要性は感じるが、市民後見に係るノウハウや予算上の問題もあり、国、道からの情報を得ながら検討し
たい。

旭川

まずは、市町村長申立てが成立する環境づくりを優先させたい。

旭川

具体的予定はないが、検討している。

旭川

成年後見制度の利用ニーズを把握し市民後見人を養成したい。

旭川

市民後見人の養成に関する情報が不足している。

旭川

未だに制度そのものの周知がされていないため。

旭川

実施を検討中。

旭川

地域ニーズがない。

旭川

今のところ予定なし。

釧路

検討中です。

釧路

高齢者の計画で養成に努めることは明記したが、具体的にいつやるかは今後の検討。

釧路

やってみたいという要望がないため。

釧路

体制の整備ができてない。

釧路

今後実施に向け検討する。

釧路

今後検討。

釧路

他市町村の動向を見ながら、実施を検討中である。

釧路

成年後見制度が住民に広く理解されていない。

釧路

制度自体の認知度が低く、まず認知度をあげることが必要。養成はそれからのこと。

山形

検討中。

山形

H24年度より社会福祉協議会による法人後見を開始予定。社協が実績を積んでから市民後見人育成と後
見監督を行う。

山形

人員が不足している。

山形

まだその時期に達していないと思うため。

山形

H24年度から法人後見を開始し、実績を積んでから市民後見人の育成と後見監督を行う。

山形

全国的に養成カリキュラムが統一されていない。養成後の登録、支援、監督を行うバックアップ体制が確
立されていない。

山形

まだ機が熟していないため。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
山形

体制が整っていない。

山形

事業のための予算を確保するのが困難。

山形

人的余裕がないため。

秋田

体制及び人員不足（関わる職員、講師など）

秋田

養成研修の基盤ができていない。

秋田

実施の予定はないが、他市の実施について参考のうえ、今後検討していきたいと考えます。

秋田

実施について検討中である。

秋田

予定はないが、先進地の事例・取組等を参考にし、養成事業の実施について調査・研究する。

秋田

市民後見人となってくれそうな人がわからない。

秋田

単独での開催は困難と思われるため、近隣や圏域での開催が望ましい。

秋田

専門職後見人の数が充足していて、養成が急務でない。養成の手法が確立されておらず、市の体制も
整っていない。

秋田

体制整備についての現状は未定だが、今後関係部署と協議の上、実施を検討していく。

秋田

現時点で予定がない。

秋田

先進地研修等を通じて、調査研究したいと考えている。

青森

養成が必要であることは理解しているが、市民後見人の周知等を含め課題がある。

青森

村単独では考えていない。県等での開催があれば周知する。

青森

市民後見人の研修は必要なことと思いますが、予定はありません。

青森

検討中のため。

青森

予算未措置。ニーズ調査ができていない。

青森

成年後見の相談件数が少ない。人員・財源ともの不足しているため、町独自で行うことは困難。

青森

人口規模も小さく、予算上からも困難。

青森

制度に対する理解不足のため。

青森

今のところ、必要性がない為。

青森

今のところ、必要性がない為。

青森

高齢者担当と調整予定。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
青森

地域包括センターで行っているため。

青森

検討中のため。

青森

需要がまだ少ない。

東京

現状では都が実施している養成事業を利用している。今後は実施を検討。

東京

市民後見人の養成については区社会福祉協議会が実施しているため。なお、区は補助金を支給すること
等により、社会福祉協議会の活動をサポートしている。

東京

現在は、東京都で実施している後見人等候補者養成事業の基礎講習修了者を受け入れているため。

東京

区ではなく、○区社会福祉協議会「サポート○○」で実施している。

東京

他の地区の実績を見守りたい。

東京

東京都が実施する養成事業へ候補者を推薦しているため。

東京

区独自養成は実施していないが、東京都社会貢献型後見人養成事業に参加している。

東京

財政援助している○○区社会福祉協議会で実施。

東京

○○区は当面、年3～4名の市民後見人を養成していきたいと考えている。現在、講座は都、実習は区（社
協）で養成しているが、年数名を対象に単独で養成研修を行うことは困難と感じている。

東京

社会福祉協議会が行う予定。

東京

東京都の社会貢献型後見人の登録が6名いて、現時点では十分対応できている。以前、登録してもなか
なか選任されないという苦情、不満が出たこともある。

東京

実施すべき明確な需要を把握するに至っていない。

東京

現在、推進機関と市民後見人の養成、活用について研究中です。

東京

報酬助成、市民後見人等を含めた当市での成年後見制度のあり方について研究中。

東京

東京都の養成している社会貢献型後見人の実習・監督を行っているため。

東京

現段階では、市民後見人に後方事務を依頼するのに不安があるため。

東京

市民後見人の必要を考えると、養成事業の実施や監督体制の整備が必要となるが、関係機関との調整
や予算の確保等市民後見人を養成する体制が整っていないため、現時点では未定である。

東京

財政、人員共に難しい状況にあるため。

東京

体制をもっていない。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
東京

体制が整っていない。

東京

推進機関の組織的問題と監督体制ができていない。

東京

福祉サービス総合支援事業、成年後見活用あんしん生活創造事業とも実施していない状況なので、市民
後見人養成について検討するレベルではない。

東京

養成に関わる体制等が庁内で確立されておらず、その仕組等の認知も進んでいないため。

東京

養成に関わる体制等が庁内で確立されておらず、その仕組等の認知も進んでいない。

東京

組織、人員の問題。

東京

都で養成しているから。

東京

市が理解をしていない（必要性等）。24年度から市と協議の予定。

東京

これから検討していく予定です。

東京

これから検討していく予定です。

神奈川県

市民後見人を養成する程のニーズがあるのか把握できていない。

神奈川県

市民後見人の養成等について検討中。

神奈川県

社会福祉協議会を含めて検討予定です。

神奈川県

昨年度、実施されたモデル地区の状況を注視し、今後検討していきたい。

神奈川県

法人後見事業が社協でスタートして間もなく、充足している為。

神奈川県

現時点では、準備が不足しているため。

神奈川県

・後見人の担い手が少なく厳しい現状を理解するが、個人として後見人を引き受け、被成年後見人に不利
益が生じた場合の対応、責任の所在等、今後研究する必要があるため。
・家庭裁判所が市民後見人候補者のどのような資格、能力をもって選任するかが明らかでないため。

神奈川県

検討ワーキングを立ち上げ、平成24年度以降に市民後見人の養成に向けた検討を行うため議論をしてお
ります。

神奈川県

検討ワーキングを立ち上げ、平成24年度以降に市民後見人の養成に向けた検討を行うため、議論をして
おります。

神奈川県

現時点では成年後見制度を含めた権利擁護の基盤強化のため、関係機関のネットワークづくりに力を注
いでいる。

神奈川県

市民後見人の支援体制が整っていない為。

神奈川県

町単独での実施は難しく、広域で検討をしたい。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
神奈川県

今後検討予定である。

神奈川県

成年後見制度を含む権利擁護に関しての取組全般を検討しているため。

神奈川県

現在、検討を進めているところであるため

神奈川県

予算がないため。成年後見制度による町長申立を平成22年より開始しており、現時点において市民後見
人までの具体的な検討にまでは及んでいないのが現状。

神奈川県

現時点では、まだ必要性を検討するほどの申立件数がない。

神奈川県

件数が少ないため。

神奈川県

どのような研修を修了すれば家庭裁判所の候補者名簿に記載されるのか基準が不明。

千葉県

研修に関して正式な検討を行ったことがない。

千葉県

当市の障害者における法人後見人等を委託している成年後見支援センターや、市民後見人の養成の状
況等を見ながら、高齢者に対する市民後見人の養成というものを全体的に検討していきたいと考えてい
る。

千葉県

養成後の監督体制・バックアップ体制について調整が必要なため。

千葉県

24年度、自立支援協議会における部会で検討する。

千葉県

平成24年度に育成及び活用を図る実施方針を検討。

千葉県

検討中。

千葉県

養成の必要性は感じていますが、まだ実施の予定はたてておりません。

千葉県

他市町村での実施状況の確認、市民後見人養成の流れ、委託機関の調整等、手順が必要なため。

千葉県

日々の業務に追われている。権利擁護事業を行っている社会福祉協議会が担っていただけたらと考え
る。

千葉県

権利擁護事業の推進をしている状況であるので関係機関との調整が必要。

千葉県

包括支援センターにおいて勉強会を行うところから始める予定です。

千葉県

民間での養成講座がすでに行われている為。

千葉県

郡内の状況や既実施市町村の情報を参考に、今後検討していきたい。

千葉県

国より具体性が示されていない為検討を要する。

千葉県

市内に成年後見人等を率先して実施している法人がない。

千葉県

市役所内での調整ができていないため。

千葉県

市が直接実施ではなく、地域内にあるそうした機関に対する協力を行っていく。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
千葉県

NPO法人等で実施予定があり、市民参加の活動が高まることが望ましいと思われるため。

千葉県

現段階ではニーズが少ないため。

千葉県

ニースが少ない。

千葉県

行える体制が予算等、人材等もできていないため。

千葉県

事業を実施する余裕がない。

千葉県

現段階で要望を把握していないため。

千葉県

要望等がないため。

千葉県

現在関係機関を含め検討中です。

千葉県

千葉家庭裁判所が市民後見人を認めていないため。国の動向を見守りながら対応していく予定。

千葉県

小規模町村であり、単独での養成は難しいと判断している。

千葉県

現在検討中。

千葉県

現在検討中。

千葉県

今後、検討していく。

千葉県

養成の必要はあると思うが、カリキュラムその後のフォローアップ、登録から選任など現時点では検討課
題が多々ある。

千葉県

現段階では、市民後見人に対する検討は行えていない為。

千葉県

内容等不明な点が多いため。

千葉県

市民後見人に必要とされる知識・技術について明確な基準がないため。

千葉県

市民後見人に必要とされる知識、技術について明確な基準がないため。

千葉県

後見業務を専門知識の無い者が親族の代わりに行うことは、必要以上の責任を負わせることになり、ま
た、それを理由に市民後見人となる人材の確保も困難と思われるため。

とちぎ

必要性はわかりますが、市独自では難しい。講師や予算も含めて。

とちぎ

家庭裁判所との十分な調整が必要である。

とちぎ

まずは社会福祉協議会で対応することを検討している。

とちぎ

市民後見の必要性は認識しておりますが、業務体制が十分でないため困難な状況です。

とちぎ

現在の後見人の選定で十分と考えられるため。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
とちぎ

現在の後見人の選定で十分と思われるところがあるため。

とちぎ

平成23年12月6日家事関係機関との連絡協議において、家庭裁判所の見解として、現在はまだ市民後見
人を選定した実績はなく（栃木県）、今のところは専門職後見人で対応可能とおっしゃっていたため。

とちぎ

平成24年度より実施するため、現状がまだ把握されていない。

とちぎ

現状では、制度利用の件数もなく、後見人となるべき人材も不足していると思われる。

とちぎ

本市では、H23年度に1件市長申立てをしたのが初めてであり、まずは市民へ成年後見制度について周知
することが先決であるため。

とちぎ

成年後見制度自体の認知度向上など、優先的に行うべきことがあると思われるため。

とちぎ

市民後見人の必要性について、情報が不足しているため。

とちぎ

後見制度について、知らない方が多い。まずはそちらの周知が重要と考えている。

とちぎ

市民後見制度の必要性について検討を要するため。

とちぎ

現時点では市民等からの要請がないと判断できるため。しかし今後は検討していく。

とちぎ

今まで必要性がなかったため。

とちぎ

現在、検討中です。

とちぎ

未定。

とちぎ

成年後見制度の利用事績が少ないので、まずはこちらの制度の認知度を高めるための普及が先決と思う
から。

とちぎ

マンパワー不足。

とちぎ

人員不足

とちぎ

対象者となる事例や相談がない。また、人口規模から単独での養成は非効率なため。

とちぎ

現時点で必要だと言えるほどのケースがないため県等広域での実施をもとめます。

群馬

市民後見人育成後の活動機会の確保や専門職によるバックアップの体制が整っていないため。

群馬

体制が整っていない。

群馬

今のところ未定です。

群馬

第5期介護保険事業計画の中で、来年度から検討予定。

群馬

地域の状況等を見て対応を検討していきたい。

群馬

養成後のフォローができるのかわからないから。（モチベーションの維持、報酬面、バックアップ体制）。

群馬

準備が整っていない。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
群馬

体制が不十分。

群馬

研修し養成するだけでなく、市民後見人のサポート、法人の立ち上げやバックアップ体制が必要であり、現
段階では予定がつかない。

群馬

後見人として必要な知識等は、簡単な研修では身につかないと考えます。

静岡

市民後見人の養成については様々な課題があるため、国や実施している他都市の状況を見ながら検討し
ていく。

静岡

市民後見人の養成については様々な課題があるため、国や実施している他都市の状況を見ながら検討し
ていく。

静岡

市民後見人の養成から支援、監督等を行う中核となる拠点がまだ整備されていないため。

静岡

市民後見人養成事業を行うまでの基本的スキルが足りていない。実際に行った場合、どれだけの人数が
手を挙げてくれるのか、困難事例になった時の応援体制や日々の業務の監督体制等課題も多い。H23年
度、社会福祉協議会と市民後見人も視野に含め、研修・視察を行っているが、実施予定を具体的に検討
するまでには至っていない。

静岡

市民後見人の重要さは認識している。尚、市民後見人に対して養成事業は必要だと思っている。

静岡

今後見直し検討課題としている。

静岡

未定のため。

静岡

件数があまりないため。

静岡

現在検討中。

静岡

準備が整っていない。

静岡

将来的には市民後見人が必要と思われるが、まずは成年後見制度の啓発が必要と思われる。

静岡

将来的には、市民後見人の必要性は感じる。

静岡

町として要請する体制ができていない。

静岡

町として要請する体制ができていない。

静岡

専門職でない人達に後見人を行わせるということは、倫理面から見て、非常にリスクの高いものと感じて
おり、何かの際は養成した自治体の責任も問われるため。

静岡

養成方法の具体的なものがわからない。なり手がいない。

静岡

・市民後見人などの人材育成を行うにあたっては、弁護士等の専門家の確保などの課題がある。
・成年後見人は本人に代わって権利の行使、金銭の伴う契約など、重大な責任を伴い、トラブルが発生す
ることもあるため、市民後見人の育成に関しては慎重さが必要である。
・市民後見人等の育成後の支援体制の問題。
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成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）
第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
静岡

市民後見人の認知度が低いため。周知活動から進めていきたい。

静岡

現時点では、まだ検討段階であるため。

静岡

地域において市民後見人の需要が不明、また、養成後の受け皿がないため。

静岡

以前実施したが、その後のフォロー体制がとれず、継続が困難となった。

静岡

業務の優先順位として、位置はけが低いためです。

静岡

要望もなく、現在の人員では無理。

静岡

時期尚早と思われる。

静岡

市民後見人に対して行政がバックアップできる体制が構築されていないため。

静岡

後見業務の監督体制の確立が困難な為。

静岡

市民後見人の育成事業を検討していきたいと感じているが、いつから実施するか具体的に決まっていな
い。

静岡

障害担当課（福祉課）としては今現在予定がありません。障害担当課だけの話ではない為調整が必要。

山梨

現状では難しい。

山梨

現状、そこまで実施できないです。

山梨

体制が整わない。

山梨

24年度の予定はまだありませんが、必要性は感じていますのでできるだけ早期に実施したいと考えます。

山梨

社会福祉協会の法人後見がスタートする予定であり早急な養成が当面必要ないため。

山梨

市社協で本年度法人後見の準備中のため、当面はその支援・協力を行う。

新潟県

養成研修がむずかしい。人選も必要。

新潟県

現状では体制を整えられない。

新潟県

今後の権利擁護に対する取組みと連携すべきと考える。

新潟県

検討中。

新潟県

専門職等の職員体制が整わないため、単独の市町村で養成するよりも広域で養成した方がよいのではな
いかと考える。

新潟県

職員体制が整わないため。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
新潟県

今のところニーズがない。また、市民後見に対して未だ疑問が残るため、できる限り弁護士や司法書士
等、専門家にお願いしたいところである。

新潟県

財産の問題がからみ、法律的なことや福祉の知識など専門的な知識が必要とされるが、一般市民でどの
程度対応できるか、また、それに伴う市民後見人への支援や監督体制、トラブルへの対応など課題があ
り、体制が整っていない。

新潟県

現状況では専門職の後見人候補者が見つかっている。（少し時間がかかるが）養成事業の研修のノウハ
ウがよくわからない。

新潟県

市職員で後見人を受任した経験のある者がおらず、養成のための資料作成が困難である。又、公務員と
いう立場上今後も後見人等を受任することは難しいと思われる。

新潟県

今後は検討していきたい。

新潟県

当市における利用ニーズに応じて検討したい。

新潟県

養成に掛ける人的・財政的な余裕がない。仮に養成したとしても後見人の質の維持や監督体制の構築と
いった課題を解決できない。

新潟県

今現在は、市民のニーズや後見人となれるような人材がどの程度か見極めが必要な段階であると考えて
いるため。

新潟県

人員不足から、市民後見人の養成や、養成後の支援・監督をする体制が整っていない。

愛知

今まで該当ケースがなかった（把握していない）。

愛知

現在、成年後見制度利用について総合的にサポートできるような機関の構想ができつつあるため。

愛知

○○市成年後見福祉協議会において成年後見センター設置の構想、準備があるため。

愛知

市民後見に対する安全性に疑問を感じている。

愛知

事業を実施する体制が整っていないため。

愛知

需要が確認できない。近隣市の後見センターで実施されている講座がある。

愛知

予定なし。

愛知

制度として行うこと自体、まだ疑問がる。横領など防げるのか説明できない。

愛知

成年後見制度利用者の人数がないため。

愛知

予定はないが、平成24年度から調査・研究を始める予定。

愛知

ノウハウがない。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
愛知

H23.10月より広域で成年後見制センターを設置し、今後はそこを利用する予定。

愛知

直接、市民後見人養成を目的とした事業はないが、市民への成年後見制度の概要説明をする研修は実
施している。

愛知

○○地域5市5町共同で、NPO法人○○地域成年後見センター委託する事業に含まれているため。

三重

市民後見人の養成は必要と思うが、地域支えあい体制づくりを優先。

三重

市民後見人の担い手がいない。また市民後見人のサポートをする体制がない。

三重

本市においては、社会福祉協議会が養成事業を実施予定。

三重

後見人を担ってくれる人材不足。

三重

社会福祉協議会において法人後見は実施している。

三重

成年後見制度の普及のため、有効的な仕組みづくりが必要であるがうまく運用されていないのが現状で
あるため。

岐阜県

市民後見人養成事業の受託候補に関する情報。

岐阜県

ただし、○○市の第5期○○高齢者プラン21で体制整備をする考えがある。

岐阜県

特になし。

岐阜県

現在検討はしているが、予定はたっていない。

岐阜県

要望がないため、小さな町で財政状況も厳しい。

岐阜県

人員不足。

岐阜県

法人後見制度の導入を検討している。

岐阜県

小規模町では実施できないため、県などの実施の時利用している。

岐阜県

現在まで該当がないため回答は出来ません。

岐阜県

今後は増加が見込まれ市民後見人が必要となると考えるが、今のところ成年後見センターの委託で出来
ており、他市の動向をみながら考えていきたい。

岐阜県

○○成年後見センターの委託業務の中で対応できているため。

岐阜県

専門性を必要とするため、市では後見に関する業務をNPO法人に委託しており、現段階では市民後見人
の要請は予定していない。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
岐阜県

後見人等の不正事件が多発している中で、市民後見人に対する負担が大きい為、慎重に検討しなければ
ならないため。

岐阜県

法定後見人（職業後見人）等の担い手も少ない状況。養成機関の確保も現状では難しい。

福井県

市民後見人がどこまでの責任を負って業務を行うのか、不明確のように感じる。

福井県

養成を行っても働く場が確保されていないため。

福井県

広域でやって頂きたい。

福井県

単独で実施するほど必要に迫られていないため、■■等で実施されると良い。

福井県

県がしてくれているので、おまかせ。

福井県

県単位で行っているから。

石川県

養成はできても、養成した後見人のバックアップ体制、質を一定のレベルでで維持する力がまだありませ
ん。

石川県

県内に市民後見人養成講座を実施した市長が1か所のみ（H23)で、今後予定を検討しているが、擬態的な
予定は未定である。

石川県

現在、市民後見人の養成において検討中であるため。

石川県

まだそこまで至っていません。

石川県

養成のためのカリキュラムが多く、講師依頼の予算が多く必要となる。人口の多い町ではなく、希望者は
数名と思われることから予算と見合わない。

富山県

まだ未定です。

富山県

利害関係となる可能性から市民後見は要検討必要。

富山県

市直営は困難、また委託先の確保ができていない。

大阪

人員も少なく養成後の運用の体制が整っていないため

大阪

国の動向や他市の状況等をふまえ、実施の必要性について判断する。

大阪

町の人口規模が小さく成年後見制度自体のニーズが少ない。さらに、町長申立要綱等も整備中であり実
施体制が整っていない。

大阪

先ず専門職による後見を充実させたい

大阪

本市のみでは財政的に困難なため

大阪

財政難のため、新規事業の実施が困難
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
大阪

検討すべきと考える

大阪

現時点では予定はないが、養成事業のニーズがあれば、養成事業の実施を検討する予定です

大阪

案件が少数であるため

大阪

件数が少ないため

大阪

後見の事例がなく、養成しても活動してもらえないため

大阪

市民後見人の必要性を検討

大阪

市民後見人養成には市社協との連携が必要となる。まだそこまで体制が整っていない。

大阪

市長申立事案が少なく、その事案も専門後見人が選任される困難事例であるため

大阪

市長申立事案が少なく、その事案も専門後見人が選任される困難事例であるため

大阪

現在のところ後見制度の利用相談自体少なく、市民後見人を養成しても業務を行う機会がほとんどないた
め

大阪

平成２４年度から検討段階に入るため

大阪

実施の具体的予定はないが、市民後見人の必要性について、検討している

大阪

いずれは実施が必要と考えるが、現在は未定

京都

調査・研究中であるため

京都

現在、情報収集中

京都

市民後見人についての情報が少なく養成方法等について今後検討を重ねる必要があるため

京都

専門職等の後見人で現在のところ人材不足を感じていないため

京都

今後において検討

京都

法改正は承知しているが、現時点では実施を予定していない。要綱等改正を受けた申立・申請状況を踏
まえ、将来的な課題として検討していきたい

京都

府社協の福祉サービス利用援助事業でも担い手探しが難しい状況で、市民後見人についてはよりいっそ
うの困難さを感じる

京都

課題として考えているが、国府他市の状況を参考にして検討したい

京都

現在検討中

兵庫

県で実施している。現状では、１年での開催は困難
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
兵庫

県等の研修等があるから

兵庫

成年後見制度における市民後見人の養成事業について将来的には必要と考えているが、市民後見人が
活動するためには、市民後見人が相談できる「成年後見支援センター」等の実施機関（バックアップを含
む）また、後見監督ができる機関の整備が必要である。現在、市としてどうしていくのか方向性を検討して
いる状況である。

兵庫

人員不足

兵庫

高齢者の担当部署において実施予定

兵庫

当町ではプライバシーの問題があるので困難

兵庫

当町ではプライバシーの問題があるので困難

兵庫

今後、段階を踏んで行っていきたいと考えている。

兵庫

成年後見制度という制度自体が普及しておらず需要があまりない

兵庫

県の養成事業があったときに希望者をつのったが応募がなかった。

兵庫

現在検討中としている。

兵庫

市民後見人の必要性が現在ないため

兵庫

市として準備不足のため実施していません。

兵庫

町単独での養成事業は実施が困難であり、他市町との協力による実施を検討する。

兵庫

今後検討する

兵庫

必要性は感じていますが、事業についてはまだ検討中です。

奈良

現在は実績からして第三者後見人の養成事業よりも成年後見制度の周知及び利用の促進が必要であ
る。

奈良

そこまで手がまわらない。ノウハウもないため

奈良

利用がない現状で村単独での実施は金銭的、事務的負担が大きい

奈良

養成のみならず、市民後見人の監督ができる体制にないため

奈良

認知度が低く、必要性を認めてもらえないため

奈良

実施予定なし

奈良

成年後見制度の申立自体があまりない。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
奈良

今後の課題と考えている

奈良

現時点では、市に申立の相談があるケースは専門家でなければ対応できないような困難ｹｰｽしかないの
で、市民後見人「養成後」がイメージできない。

奈良

市民後見人養成の必要性は感じていますが、市民後見人制度自身が未成熟なところがあると認識してお
り、例えばトラブル時の責任と対応（保険等）や、市民後見人への報酬の有無について、確たる策を見い
だせておらず、現在は静観している状況です。

和歌山

事業実施にあたり，研修日程が過密であることや，成年後見制度の認知度が低い
ことなどから希望者が集まらないことが懸念されるため

和歌山

現在予定はないが，検討中である

和歌山

養成まではできても，就任後のフォロー体制の確立まで行政では困難

和歌山

体制が整っておらず，予定に至っていない

和歌山

県社協による養成講座に参加しているから

和歌山

まずは，住民に成年後見制度を知ってもらうことから始めている。現在，利用者が少ないこともある。

和歌山

市民後見人を利用する際のリスク等を考え慎重にしている

和歌山

研修対象者がわからない

和歌山

検討中

広島

市民後見人についてまだ情報収集を行っていない。

広島

市民後見人を養成していく体制ができていない。

広島

必要性が明確になっていない。

広島

地域人材不足。

広島

体制が整わないため人材不足。

広島

担当者の業務がそこまで回らない。

広島

今後、関係機関と連携を図り、第三者後見人の受任件数等状況を把握する中で必要に応じて対応を検討
していく。

広島

社会福祉行議会で、市民後見人、法定後見人について研究を始めている。

広島

これから検討する予定です。

山口

社会福祉協議会の法人後見の利用を推進している。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
山口

検討中。

山口

市民後見人が浸透していない。講師をして下さる方がいない。

山口

市民後見人については、研究・検討してはいるが、いまだ養成事業等は行っていない。

山口

検討中。

山口

市民後見の必要性を現段階では感じていないため。

山口

検討中。

山口

まだ市民後見人を含めて、実績がなく必要性等が不明であるため。

山口

今後状況を見ながら検討していく予定。

山口

今後、検討の予定である。

山口

（専門職ではない）市民に責任を持った対応が可能か疑問。専門職でも苦慮しているし、不祥事も起きて
いる。

山口

法人後見の体制整備がされていない現状においては、市民後見人養成研修等の事業に取り組む予定は
ない。

岡山県

市民後見人の養成は地域包括支援センターにお願いしてます。

岡山県

検討中

岡山県

件数があまりなく専門職で間に合っている。

岡山県

小さな町で後見人になってもらえる人材が集まらない。

岡山県

市民後見人の選定に慎重になっているため。市民後見人養成後の管理体制が整っていないため。

岡山県

具体的には決まっているから、Ｈ２４年度実施の検討をしている。

香川県

養成・研修体制や監督体制について今後検討する必要がある。

香川県

養成・研修体制や人事配置等を考慮し、現在検討課題である。

香川県

社会福祉協議会でH24年度から実施予定のため。

香川県

高齢者担当部署で養成している。講師等で協力している。

香川県

予定がないわけではないが、社協等の法人後見が先のように思う。

香川県

監督体制が確立できていないため。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
香川県

支援体制がとれない。

香川県

養成事業を実施できる体制が整っていない。

香川県

人材確保の問題等あり、継続■■に業務遂行するには、法人後見を先に進めていく方がよいと思う。

香川県

市民後見人をおくことの意味が明らかではないため。

香川県

市民後見人が後見事務を継続していくのには（職業）倫理に問題があるため。

徳島

他市の状況等について調査研究中。

徳島

市民後見は、養成だけでなく、その後の支援体制も充実させる必要があり、今のところ、実施は難しいと考
える。

徳島

養成については、市レベルではなく都道府県レベルで実施するのが適当と思われる。

徳島

直近の検討課題としています。

徳島

現時点ではまだ必要と感じてはいない。

徳島

現在の状況下では必要性を感じない。

徳島

これからの課題である。阿波市社会福祉行議会と連携をとっていきたい。市民後見人制度についてその
責任の重さからも充分検討がなされるべきと思う。

徳島

検討中。

徳島

養成できる環境がない（知識不足、人員不足、サポート不足など）。

徳島

成年後見制度についての住民の方への啓発が不十分であり、また予算もないため。

徳島

後見人等が必要な対象者が多くなく、市民後見を活用する需要がないと思われる。

徳島

現段階では市民後見人の養成の必要性を感じていない。

えひめ

市のレベルでは実施が難しい。

えひめ

検討中。

えひめ

相談支援員等の研修を優先いたしたい。

えひめ

高齢者の担当課が実施。

えひめ

後見人の職務を市民で対応できる事例が少ないため。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
えひめ

養成した後のバックアップ体制が制度化されていないため。例えば、全市町村に”成年後見センター”等の
設置を義務付けるのであれば、養成を考えてもよい。

えひめ

人員不足のため。

えひめ

現在検討中である。

えひめ

今後の研修実施に向け、協議検討中です。

えひめ

第1にマンパワー不足。第2に役場も社協も後見事務を行っていないのに市民に普及できないという思い
がある。

えひめ

他市町の動向等をみて検討する。市民後見人の必要性など。ボランティア性の高い業務が後見人として
の責任を果たせるのか検討する必要があると思います。

えひめ

法人後見人の養成を優先的に進めたいため。市民後見人に対するバックアップ体制が整っておらずリスク
が大きいため。

えひめ

市民後見に対するバック体制ができていない。難しいため。

福岡

養成後の受皿ができていないため。

福岡

人員不足。

福岡

市民後見人についての明確な定義や所掌範囲が明確でない。又、市民後見人の活用方法（実績）が明ら
かでないため。

福岡

市民後見人の権限等がはっきりしていない。監督体制に不安（人員がいない）。

福岡

養成後のフォローアップや法人への登録など課題があるため。

福岡

家裁の連絡会議において、後見人の選任は現在のところ、私人ではなく社協等の法人等を想定している
こと、又市民後見人の明確な水準についても回答がない状況であったことから。

福岡

養成研修に費用と受講者が少ないと予測されるため監督体制が整っていない。

福岡

件数が少なくまだ必要性を感じていないため。

福岡

今後検討したい。

福岡

予算、人員不足のため。

福岡

当町単独では難しいと思われるため。

福岡

単独市町村で行うよりも、より広域で市民後見人を養成、支援する体制について研究している段階である
ため。

佐賀

市民後見人の必要性、研修の実施、委託する場合の委託先の候補も含めて検討中
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
佐賀

市民後見人の必要性、研修の実施、委託する場合の委託先の候補も含めて検討中

佐賀

人員不足

佐賀

後見人が不足しているという情報をあまり聞いたことがないので、養成講習を行っても成り立たないと思え
る。

佐賀

ニーズがあるかどうかわからない。

佐賀

市民後見人は難しいとおもうから。

長崎

養成事業のメニューとしてNPO法人市民後見人の会と連携して研修会等を企画する予定。

長崎

市民後見人に関する情報が少なく、かつニーズが顕在化していない。

長崎

市民後見人の養成が必要か第3者後見人の実態把握してからと考える。

長崎

市民後見人の育成方法や、組織・養成後に必要な支援のあり方など、先進他市の状況を見ながら研究し
ているところ。

長崎

平成25年度から市民後見人を養成できるように平成24年度は、その準備にとりかかる。

長崎

市民後見人の養成について、市としてどのような取組みができるか検討しています。

長崎

認知症高齢者、権利擁護事業に関する市民の理解は、未だ不十分な状況にあるものと考えている。先ず
は成年後見制度の普及に努めたい。

大分

今後必要と思われるが、今のところ実施の予定はない。

大分

現在○○市と一緒に勉強会を行っている段階のため。

大分

現在○○市と一緒に勉強会を行っている段階のため。

大分

検討中。

大分

要望がなく検討したことがありませんでした。

大分

現在「市民後見人」についての勉強会を社会福祉士等と行っているところ。

大分

市民後見人がいないため。

熊本

○○市社会福祉協議会主催で平成23年度から実施中のため。

熊本

必要性を把握できていないため。

熊本

利用者該当者が少ないため。

熊本

○○市は社協が法人後見に向けて活動を始めている。担当者レベルであるが、市ではH22年度から制度
の普及を図るため社協とも話し合いの機会を持ち双方の事業内容を把握しているところであり、今後も社
協と連携を行っていく。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
熊本

まだ、そこまでの体制にはなっていない。

熊本

ノウハウがないため。

熊本

今後検討する予定です。

熊本

養成に携わる講師の確保や、養成後のサポート体制の構築などマンパワー（専門職者等）不足。

熊本

後見人が不足しているという情報がないため。

熊本

実施に向けて検討中。

熊本

H23年度に市長申立てをしたばかりであり、状況を見て順次計画したい。

熊本

市民後見人の育成の必要性は理解できるが、事業の具体的な計画等をしていない。

熊本

社会福祉協議会等と協議する時間がほしい。

熊本

市民後見人に対しての相談はあっても実際の利用ニーズは少なく、市民後見人養成後のバックアップ体
制整備についても未検討である為。

熊本

他都市の状況を参考にしつつ、適切な体制を検討していきたい。

熊本

他都市の状況を見ながら、適切な監督方法など検討していきたい。

宮崎県

ニーズがないため。

宮崎県

財政上の問題。

宮崎県

財政上の問題。

宮崎県

特に理由なし。

宮崎県

職員不足により現状対応できていないため。

宮崎県

認知症サポーター養生を前年度より始めた為。認知症のことをまず広め、認識が深まった上で後見人とい
う流れで考えるため、これからの事業と考えている。

宮崎県

成年後見制度利用の要望・相談等がほとんどなく、市民後見人の養成にまで至っていないのが現状であ
る。

鹿児島

市民後見人については、制度上位置づけが不明瞭な気がする。あくまでもボランティア的な感じがし、報
酬体型や身分の法整備が必要ではないか。

鹿児島

人材不足と思うので、町として研修企画はしていません。

鹿児島

これまで検討してきていない。

鹿児島

未定。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等あ
りましたら、ご提供をお願い致します。）
②いいえ 理由
鹿児島

市民後見人に対する市町村のバックアップが難しいのではと思う。人的に。

鹿児島

現状では、後見人に対するニーズが乏しいため。

鹿児島

興味はあるがどの程度市民の方の反応があるか、展開していけるかわからないため。実際してみて申込
みがあるのかと不安もある。

鹿児島

検討中

鹿児島

市民からのニーズを踏まえ、要綱等を定めた後実施したい。

鹿児島

市民後見人を運用していく上で、メリット、デメリットを調査し、また他中核都市の動向を見ながら今後検討
を行う予定であるため。

鹿児島

市民後見人を運用していく上で、メリット、デメリットを調査し、また他中核都市の動向を見ながら今後検討
を行う予定であるため。

鹿児島

ノウハウがない。養成後の監督・指導等を考慮すると現時点で実施できる体制になっていない。

鹿児島

事業を行ったり研究をしたりするだけの人員がいないため事業自体の必要性を判断できていないため。

沖縄

それ以前に報酬助成もないので、その点から検討していきたい。

沖縄

現時点では予定なし。

沖縄

後見制度の周知を最優先にしているが、今後検討していく。

沖縄

研修養成の予定はしておりません。

沖縄

養成方法を検討中、法人後見を先に実施したい。

沖縄

検討事案。

沖縄

現状の事務量では対応できる■■。

沖縄

体制が整っていない為。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等
ありましたら、ご提供をお願い致します。）
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。
旭川

市民レベルでの意識の問題もあると思われる。

釧路

実施機関の設置が重要である。

秋田

市民後見人が、あたかもボランティアであるかのように養成されている現状に対して危惧している。

東京

平成26年度より養成事業が各区事項となるが、スケールメリットがない。

東京

自治体の補助金負担の撤廃。自治体の市民後見養成、報酬及び後見監督の明確なルール化。

東京

東京都養成事業修了生を4名受入れ、社会福祉協議会成年後見センターで実習をしている。社会福祉
協議会で監督人となって市民後見人が受任できるよう体制を整備している最中である。

東京

当課にて実施していないため、回答できない。

東京

知的障害者は入所中の方の首長申立が主のため法人後見人が養成されると良いと思う。

東京

東京都が後見人養成事業の見直しを行っている時期（平成24年度中東京都が後見人等養成事業のあ
り方検討会を実施予定）でもあることから、東京都及び近隣自治体の動向を踏まえ、実施を検討してい
く。

東京

制度、推進機関の認知度の底上げを図る必要がある。そうでないと養成にしても活動する機会を逸する
ことになりかねない。

東京

「市民後見人」が玉石混交の状態で養成され、各地で増えている。なんの規制もないまま増え続けると実
績確保のために任意後見契約を結ぶことであろう。そうなると、市では止めることができない。質の確保
はもちろん、成年後見制度の信頼を損ねることのないように、規制を望む。また、市民後見人の報酬に
ついても一定のルールがあるといいなと思う。報酬額が高いと、市民後見人のメリットである高潔な精神
が後ろの方へ追いやられ、「もっと活動して生業にしたい」と勘違いしてしまう。それは責められない。「市
民後見人の報酬はどのような事例でも、どの地区でも、1年目は○円、2年目は○円」などと決まっていて
もいいと思う。

神奈川県

平成24年度中に（仮）成年後見相談センター開設に向け当面は普及啓発に努める。今後社会福祉協議
会に於いて法人後見受任や市民後見人の活用を検討。

神奈川県

平成24年度中に（仮）成年後見相談センター開設に向け当面は普及啓発に努める。今後社会福祉協議
会に於いて法人後見受任や市民後見人の活用を検討。

神奈川県

事例がほとんどなく、又人材育成が難しい。

神奈川県

平成24年～平成26年度を計画期間とする当市の高齢者福祉計画、介護保険事業計画では、市民後見
人の育成について検討すると明記しています。

千葉県

平成23年度、リーガルサポート千葉に依頼し講師を派遣していただいて、制度講演会を行いました。全5
回。様々なテーマにて（リーガルサポート依頼はうち1回）市民への制度周知のため。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等
ありましたら、ご提供をお願い致します。）
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。
千葉県

後見人を指定するのは家裁でありその家裁がどういう市民後見人だったら採用するという選定要件を示
していない以上、何を養成すべきかが分からない。

千葉県

同内容の調査について県健康福祉部でも調査を行っているのでそちらの資料を参照することは出来な
いものか。

千葉県

国のモデル事業では、その後、市町村事業の継続は難しい。専門職団体等による広域での実施ができ
ないか。

とちぎ

県と県社協でますは養成講座を開催してほしい。

とちぎ

今後は動向をみながら、市民後見人の養成も考えていく必要があると思っている。

群馬

現状では、成年後見制度の相談実績が少ない状況ではあるが、需要増を予測し、市民後見人の養成等
を行うとなると、財政、人的資源が少なく（特に財政面）単独自治体での実施は困難であり、広域的な取
組み等が必要と思われる。

群馬

わからない。

静岡

委託等の体制が必要。

静岡

要請にあたり支援（委託などの）体制が必要だと思う。

静岡

最近、後見人による金銭の使い込みの事件をよく目にしますが、成年後見制度利用を推進する立場から
見て、監督機能が上手く機能しているのか不安。

静岡

行政職員でどこまですべきか。また、どこまでやれるのか。

静岡

市単位ではなく、広域での法人や社協などによる支援体制が必要。

山梨

市民後見人を養成するにあたって、小さい自治体の場合単独で行うより、いくつかの近隣自治体と合同
で研修を実施した方が効率的だと思う。

山梨

各市町村が独自に市民後見人の養成と支援体制整備をすることは現状では困難と思われる。県全体で
取り組むことが普及につながるのでは。方法として例えば県社協に後見支援センターを設置（現在権利
擁護センターがあるのでこれを充実整備）して各市町村社協が後見実施機関とするなど。

新潟県

後見人が被後見人の財産を侵害する事件も報道されている。金銭を扱う上での信用度を高める必要が
ある。

愛知

他市町村の運用方法。

三重

養成後に実際の活動をどのように支援していくのか想定がしにくい。あまりの困難なケースの場合、市民
後見人の負担が大きい。専門職ではない方の倫理面向上と質的担保が大きな課題である。社会福祉協
議会の法人後見を行い、市民後見人が登録支援員などとして従事する方法もあると思います。

石川県

市民後見人について認知度が低く、広がりが見込めない。

大阪

市民後見人の養成の方法については、検討中である。

大阪

大阪府による市民後見推進事業の共同委託事業への参画します
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等
ありましたら、ご提供をお願い致します。）
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。
大阪

大都市ならともかく、市町村単位での養成・運営は無駄が多いように感じ、広域での対応も検討中です

大阪

市単独での実施は困難であり、今後は広域での実施を検討

大阪

市単独での実施は困難であり、今後は広域での実施を検討

京都

市民後見制度については講習が不可欠とはいえ、今以上に住民や関係者の理解を得る必要がある

京都

より身近に開業している行政書士についてはどこまで協力をもとめてよいものでしょうか

兵庫

カリキュラムが多い。

奈良

今後、必要になると思う、今すぐは難しいが考えていかなけれならない。

奈良

申立て手続きの方法についての詳しい、わかりやす案内のようなものがほしいです

和歌山

国県補助事業等の中で実施の有無も含め協議中であるが市長申立てを優先したい

和歌山

社協が担うべきものであると思う。また，社協に法人後見を積極的に取り組んでもらいたい。
日常生活自立支援事業からの移行がスムーズにもなる。
法人となると被後見人等の安心感も得やすい。

和歌山

先進地の事例を参考にしながら適切な方法等の検討を進めることとしている

山口

市民後見人の資質、モラルの担保が難しい。

山口

市民後見人の資質、モラルの担保が難しい。

岡山県

国の動向が不明のため未定。

岡山県

Ｈ２４年度は基準期間ちしてかんがえている。

香川県

現在、研修修了者は坂出市社会福祉協議会の法人後見支援員として活動している。今後、支援員が市
民後見人として活動できるように支援体制を構築する予定。

徳島

市民後見人の場合、監督人が付くとしても、他人の財産を管理する立場にあることから、やはり、社会福
祉士、司法書士、弁護士などの資格を持った社会的立場がしっかりした者が行うべきものであると考え
る。

徳島

さらに研修等を実施してから検討したい。

福岡

県やそのブロックで広域的に実施してほしい。

福岡

関係機関と話し合いながら調整しているが、24年度の「市民後見人養成」は見送り、「後見制度」「市民後
見人」についての周知、勉強会等を行う予定。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
１ 市民後見人の研修による養成事業を実施していますか？または実施する予定はありますか？（資料等
ありましたら、ご提供をお願い致します。）
その他、ご意見等がありましたら、自由に記載して下さい。
長崎

責任の重大さを考えると、市民後見人を安易に利用できる状況ではなく、後見人になる市民にも高い倫
理が求められる。

熊本

審判請求が増えると、後見人不足は予想されるが、市民後見人の養成だけでなく運用が大変だと思う。

熊本

社会福祉協議会等と協議しながら養成事業の検討をしていきたい。

宮崎県

今後研修を行っていく必要はあると考えるが、今のところ計画していない。

宮崎県

今後成年後見制度の需要が高まってくれば、本町においても市民後見人の養成の必要性が出てくるも
のと思われる。

鹿児島

市町村の管理体制はどこまでを言うのかわからない。例えば、不正があった場合、市町村が責任を負う
のか？出納帳まで逐一確認が必要なのか？

鹿児島

高齢介護福祉課が主管課として行っている。

沖縄

どの様な運用が成されていますか？市民後見のいろんな事例がほしい。

沖縄

養成支援として弁護士、司法書士、社会福祉士で合同での実施はできないか？各団体と県で協議して
ほしい。

281/303

成年後見制度利用支援事業の報酬助成等アンケート コメント（＊コメント欄の○○は伏字、■■は読取不可）

第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
函館

実施している自治体の状況報告会や市町村が市民後見に取組むための研修の実施。

旭川

市民後見人にどのようなケースで就任をしてもらうのか。

旭川

実際に市民後見人に関する事業を行っている他自治体の事例。

旭川

特にない。

旭川

養成研修を担当してくれる機関、団体、研修にかかる費用など、研修全般についての情報を得たい。

旭川

・カリキュラムと講師の紹介。
・受講の助成金について。

旭川

家庭裁判所における市民後見人を後見人等に選任する基準。

釧路

・市民後見人養成に至るまでのプロセス、準備について。
・養成講座のプログラムや講師手配について。
・住民への取組みに関する周知について。

釧路

事務局の活動や監督体制及び市民後見人の報酬や保障（交通事故、賠償他）について。

釧路

他市町村の取組みについて。先進的に市民後見人養成に取り組んでいる市町村の実績、実際に取組
んでいて困難だったことなど意見・情報をうかがいたい。

釧路

後見人の委託事業を行っている所の情報を得たい。

山形

別紙のとおり。

山形

市民後見人養成の具体的方法の手順を知りたい。

山形

市民後見人の活動例や活動状況、実施するにあたり必要な経費額。

山形

法人後見及び市民後見人の育成と後見監督を行うための権利擁護センターや後見センターを立ち上げ
活動している団体の情報。

山形

制度全般について。具体的な事例の紹介。

秋田

市民後見人を確保できる体制・整備情報を得たい。

秋田

市民後見人の養成についても含め、事業を実施するうえで手引き、マニュアルがあるとよいと思う。

秋田

後見人になり得る対象者の判断方法と報酬の設定状況。

秋田

・養成講座開催時、どのような内容（カリキュラム）に講師を派遣できるか。
・継続的な支援が可能かどうか。

秋田

研修会を開催する場合、協力してくれる専門職は誰か。報酬はどの程度か。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
秋田

研修内容について。

秋田

介護と同様。

青森

市民後見人についての先進事例を含めた実際の状況。

青森

養成講座の講師の情報。

青森

研修カリキュラムへの具体的な内容、地域毎の研修講師。

青森

担当者が事業について理解することが必要である。

青森

市民後見人の実績など。

東京

他自治体では、市民後見人の報酬付与申立てを裁判所へしているかどうしているか知りたい。

東京

市民後見人のニーズ。市民後見人になることを希望する者がどれくらいいるか。市民後見人になること
の条件（能力、資質等）。

東京

他の自治体等で実施している養成事業のカリキュラム、後見人等候補者として推薦する場合の判断基
準など。

東京

○○社協では助成金の対象とする方向で考えている。→平24の終わり頃に要綱改正を検討している。

東京

効率的な運営体制を検討するため、他自治体の先行事例等。

東京

先進自治体の市民後見のサポートの仕組み。後見監督費用の自治体補助の実態及び金額。

東京

・市民後見人の支援体制について、組織メンバー構成、支援内容、市民後見人推薦の基準、指針などに
ついて知りたい。
・市民後見人や市民後見人で構成する法人等が増加した場合に自治体（支援祖域）の人員体制にも限
界であると思うが、どのような組織が考えられるのかについて聞きたい。

東京

法務省、裁判所、厚生労働省が、市民後見人の意義・目的等をどのように考えているか。また他の区市
町村の現状（カリキュラム内容、受任ケースの概要、地域への周知、養成機関の体制、地域の環境整
備、養成上の課題）を知りたい。

東京

市民後見受任に関する家裁の見解（社協の監督人でなければならないか？専門職との複数後見がな
いこと。）専門職後見人から市民後見人へのクレー方式（落ち着いたケースは市民後見人へ？）都外の
状況について。

東京

今後、東京都からの事業移管後、具体的にどのようにすべきか不安である。これから市民後見人を養成
しようとする他の市区町村の活動内容や後見人への報酬体制を知りたい。

東京

質、適性の保証の手段。

東京

後見人業務を行っている市民の意見、感想、行政への協力、要望等。

東京

制度のリアルタイムの情報。法律についてのアドバイス。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。

東京

・現在東京都が実施している後見人等養成事業（基礎講習、フォローアップ研修の実施）は25年度で終
了し、26年度から区市町村事業化される予定。区市町村においてどのような実施形態で行うのか。
・東京都で基礎講習を受講した修了生が各市区市町村で後見活動メンバーとして登録された後、実際に
市民後見人として活動しているのはどれくらいか（市民後見人の養成と実際のニーズが合致している
か。

東京

市民後見人の養成は行われているが、現在どれだけの市民後見人が活動しているのか知りたい。ま
た、社会福祉協議会が監督人となり市民後見人が支援を行っている事例が知りたい。

東京

市民後見人が活動することになる場合の市民後見人へのアドバイスやフォローについて。

東京

後見人養成講座の内容や講師に関する情報・他の自治体の動向について。

東京

独自に養成事業を行う予定はないので、特になし。

東京

・研修以外に実施している区市町村による市民後見人への支援内容。
・関係機関における市民後見人への支援体制。

東京

推進機関における、監督人をどのように設置又は、育成していったらいいか思案しています。設置するま
での過程などの情報がありましたら提供してほしい。

東京

他市町村での養成講座実施状況と市民後見人数。

東京

他市町村の実施及び進捗状況。

東京

研修内容や指導方法について。

東京

市民後見人に関する事業を実施している他機関の取組み状況について。

東京

・他自治体の実施状況。
・できればパンフレットや研修マニュアルを見たいです。

東京

できればパンフレットや研修マニュアルを見たいです。

東京

東大で行われている市民後見人の養成には、疑問を感じる点がある。規模が大きいだけに見過ごせなく
なっている。「市民後見人難民」といわれる、終了したけれど、受任できる見通しも、支援の基盤もない方
たちの、エネルギーの方向が心配。ヒアリングと称して市区町村の予算を調べたり、職員に働きかけた
り、と言うことには直接関わったが、ほかにはどのような動きがあるのか。知りたい。またそれに対する
専門職団体の方針も知りたい。

神奈川県

他市区町村の実施状況・内容。

神奈川県

具体的な研修内容、市民後見人による不正防止の手段。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。

神奈川県

・横浜裁判所への市民後見での申立て件数と、そのうち選任された件数。
・選任されなかった場合の理由。
・市民後見人が行っている具体的な後見業務内容と、その業務における明らかになっている課題。
・市民後見人による不適切な事例とその対応について。

神奈川県

・親族後見人、専門職後見人、市民後見人の役割分担、連携について。
・市民後見人の事故防止や発生後の対応、市町村の責任のあり方について。

神奈川県

市区町村によって、市民後見人のあり方、養成方法、活動方法など、様々だと思われます。この辺の情
報が一括して確認できたらよいと思います。

神奈川県

わからない。

神奈川県

わからない。

神奈川県

・先進市の具体的な成功、失敗例。
・他市ですすまない理由。

神奈川県

・先進市の具体的な成功、失敗例。
・他市ですすまない理由。

神奈川県

・実際に養成業務を行っている市町村名。
・養成をどのような団体に委託しているか。

神奈川県

先進都市の運用状況など。

神奈川県

先進しの取り組み状況について

神奈川県

今のところ、実施の予定がない。

神奈川県

現時点で実施予定なし。

千葉県

市民後見人の活動のサポート方法。

千葉県

・実際に市民後見人に担当してもらうケースの想定とそのようなケースの割合や数（需要）。
・市民後見人養成後のフォローや職務（どこかで手伝いから始める等）の見通し。
・どのような団体が行っているのか。
・養成にあたりどのような研修を行っているのか。
・実際に後見人として活動する際には、所属している団体内でサポートがあるのか。
・市民後見人はどのようなケースを受け持つのか。
・市民後見人に後見人候補になってもらうための流れを知りたい。

千葉県

他自治体の実施方法等の情報。

千葉県

他自治体の実施方法等の情報。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
千葉県

リーガルサポートさんで市民後見人の講座等で他の市町村と協力して行った事例や、ご協力いただける
ことがあったら、教えていただきたい。

千葉県

市民後見人が実働するのに至る、経費、体制、後見内容、各費用、研修等々、各市町村の動きなどの
情報。

千葉県

養成研修を依頼できる事務所や講師の紹介。研修内容、要する期間及び費用についての情報。また、
養成後の市民後見人の活動内容及び市町村による支援内容についての情報。

千葉県

市民後見人に関する事業について、具体性を示したガイドライン等。

千葉県

市民後見人を養成している市町村の報告書（まとめ）（予算も含めて）。

千葉県

老人福祉法改正（32条の2新設）により、市民後見人育成等について市町村の努力義務とされるとのこ
とだが、事業実施その前提としてのニーズ把握等について、地域支援事業の対象事業として組み込む
等国として予算的な裏付けをとってもらわないと市町村も制度の推進は困難と思われる。

千葉県

最高裁や家庭裁判所の意向や方針。

千葉県

裁判所の考え方、方針について。

千葉県

他市の事業開催予定。

千葉県

現在、支援事業を行っていないため、今後の事業実績により、必要な情報等の確認を行い、事業の充実
と向上をはかりたい。

千葉県

県社協やNPO法人など、養成を請け負う団体があれば情報を頂きたいです。

千葉県

どういった方を対象にどのような研修をどの程度行えば良いのかといったある程度の指針があればと思
います。

千葉県

他市町村の状況。

千葉県

市民後見人の活動内容。適性の判断基準（養成研修を受けただけで即市民後見人として活動できるの
か。養成した市民後見人の何割程度が実際に活動できるのか。市民後見人と司法書士で後見人となり
通常の支援は市民後見人、その他重要な財産処分などは司法書士と役割分担などが可能な仕組みは
あるのか）

千葉県

千葉県内での研修実績や研修内容についての情報。

千葉県

千葉県における市民後見人の養成制度、状況を知りたい。また、養成にかかわる研修、資格承認制度
の創設を国、県、裁判所等の広域行政に依頼したい。

とちぎ

どの位のニーズがあるのか、市民後見人がいても仕事がないのも困るので。

とちぎ

市民後見人を養成するにあたり、行政がどこまでかかわれば良いのか。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
とちぎ

近隣に在住の弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家の情報。管轄家裁における後見開始の審判
の申立の状況。

とちぎ

先進地の取組み事例。家庭裁判所の考え方。

とちぎ

①市民後見人を育成するまでの手順。
②市民後見人の講師の情報。
③市民後見人養成後の監督体制の構築方法。

とちぎ

成年後見制度（市民後見人）の認知度向上の方法。

とちぎ

先進的な取組み事例。

とちぎ

実際に事業を実施した市のリスト（予算、養成方法、メリット、デメリットなど。）

とちぎ

市民後見人の活動状況等。

とちぎ

実際の活動事例。

とちぎ

研修等の費用の概算。他市町村の実績等。

とちぎ

事例集、自治体の取り組み例。

群馬

市民後見人の貴支部のサポート及びバックアップとしての役割について、今後協議していきたい。

群馬

市民後見人育成後の活動事例。養成後どのくらいの割合で活動しているのか。困難事例のバックアップ
事例。

群馬

講師の紹介、活動実績の紹介。

群馬

・養成された市民後見人の活動状況。
・市民後見人が、家庭裁判所から後見人として選任する基準について。

群馬

市民後見人養成のカリキュラム（具体的）は、どのようなものになっているのか。

群馬

市民後見人を養成した後のことをどのようにするのか。

群馬

市民後見人とはそもそも何か。どういった方がなれるのか、など。

群馬

養成講座は単独町村では開催できないと思われるので広域での連携をする場合どう対応したらよい
か。講座の内容はどの程度か。その後の定期フォローはどうするのか。市民後見人の養成状況等が知
りたい。

群馬

成年後見人候補者名簿。申立て手続きに関する相談窓口。

静岡

後見人の監督人の活動状況例。

静岡

・市民後見人養成研修カリキュラム。
・市民後見人の報酬体系。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
静岡

・市民後見人が後見等の活動をする上でのサポート情報。
・市民後見人登録後のサポート、支援情報。

静岡

他の市町村における制度内容や事例対応に関する情報が知りたい。

静岡

実施している自治体の状況及び後見人（職業等）の情報を伺いたい。

静岡

研修内容、日数、時間、経費。

静岡

取り組み事例。

静岡

取り組み事例。

静岡

・申立費用は若干安価になったが、申立手続は煩雑で、家族申立が可能なケースでも家族が尻込みを
してしまうことが多い（申立代行もお金がかかるので・・・）。
・裁判所の事務が遅く、昨年のケースで申立てから登記されるまで７ヶ月以上要したことがあった。本人
の権利、財産を守る制度にも関わらず、決定までに時間がかかることに大きな矛盾を感じる。
・附票の財産目録については、正確に作成することが困難なケースが最近増えている。身寄りのない方
が突然入院、入所してしまった場合、こちら側が勝手に本人の家の中に入り、財産状況を調べることが
できないから。
・繰り返しになるが、後見人による相次ぐトラブルにより、関係者間における制度自体への信用性が低く
なっていることを現場にいて感じる。

静岡

誰（職）がどこまでの権利を持ってどこまでできるのか。広く担当者（関わる人）に対して研修を何度もし
てほしい。事例検討会も必要。

静岡

事業の実施が未定のため分からない。

静岡

先進地の実施状況。

静岡

他市町村の取り組み内容。市民後見人になって、どのような大変さがあるのか、実際に行っている人の
話を聞きたい。

静岡

法人等で市民後見人の養成から支援を行ってもらえるのか。

静岡

市民後見人をバックアップする成年後見センターが必要になると思います。成年後見センターにはどん
なタイプが考えられるのか、実施者、公共性、財源等、例や構想を教えて頂きたい。市民後見人自身が
どの位研修費、後見の経費、時間を必要とされるのか、それは誰が負担しているのか。

静岡

制度の概要。

静岡

市民後見人、法人後見の要件（だれでもなれるのか？どのような方法で？研修等を受講するのか？）や
問題点など。

山梨

具体的に市民後見人の養成をどこの市町村で行っているのか？

山梨

・研修の内容。
・市民後見人は実務を行ったことに対して、報酬請求は行うのか？
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
山梨

体制づくりについて。

山梨

他市町村の現状と予算。

山梨

県、県社協、各市町村、各市町村社協、各後見関係団体、家裁等市民後見推進の取組姿勢、今後の方
策を知りたい。あわせて財源確保（継続できる事業としての財源）策について知りたい。

新潟県

・対応可能な講師紹介。
・先進事例の紹介。

新潟県

養成事業を実施する際の講師となって派遣してもらえるような支援機関があるのか。またその時にかか
る経費について。

新潟県

小規模市町村モデルを知りたい（実施支援体制について）。

新潟県

他市町村の実施状況（内容含めて）がわかれば参考にさせていただきたい。

新潟県

他市町村の動きについて情報を得たい。

新潟県

他市での実施状況。

新潟県

市民後見人養成講座に協力頂ける講師についての情報。

愛知

市民後見の安全性の確保策。

愛知

既に実施している自治体のノウハウの提供。

愛知

市民後見人養成後どの程度活動しているか。

愛知

市民後見人の質の確保、運用方法。

愛知

事業を実施している市町村の事業内容や実施方法等。

愛知

他市町村、諸団体の取り組み。

三重

市民後見人の報酬額等。

岐阜県

県単位での担当職員の研修会の実施。

岐阜県

他市町村の事例。

福井県

市民後見人の監督体制等。

福井県

・市民後見人の質の確保方法。
・市民後見人へのフォローアップの体制づくり。
・横領等の不正行為を防止するための体制づくり。

石川県

開催メニュー、要綱、費用、養成後のフォローなど。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
石川県

他市町村における市民後見人関連事業の実施状況について。

富山県

市民後見人にお任せできるケースには限度があると思う。複雑なケースはなかなか任せられないような
印象があり、そうなると市民後見人のバックアップする法人後見がしっかりしていないといけないと思う
のだが・・・今後の展望がよく分からないので教えてもらいたい。

富山県

・貴法人（富山県支部以外も含めて）が市民後見人の養成等に関わっていらっしゃる実例。
・専門職団体として、市民後見人に期待すること等のご意見。

大阪

実施中の自治体の実施状況（市民後見人養成研修の内容や市民後見人の実際の活動状況等を知りた
い）

大阪

市民後見人養成についての府内市町村の動向

大阪

他市町村の情報

大阪

市民後見人へのサポート

大阪

報酬及び交通費等

大阪

市民後見人に関する事業に対する国庫補助メニュー等の最新情報や他の自治体の状況等

京都

他自治体の実例や取組みについて

京都

今後において検討

京都

本アンケートのとりまとめ結果を情報提供していただくことと併せて、他自治体の先進的取組みについて
ご紹介いただきたい

京都

課題として考えているが、国府他市の状況を参考にしてけんとうしていきたい

兵庫

市民後見人を支援するための見守り、監督出来るような体制作りの為の情報がいる。

兵庫

家庭裁判所における市民後見人選任の具体的な要件

兵庫

市役所では申立て手続きは行っており、ノウハウがあるが、後見活動はないので、その点の情報が必要

兵庫

バックアップ体制、フォローアップをどう進めていくか、市民後見人への報酬について

兵庫

各自治体の取組状況

兵庫

詳しい養成方法（マニュアルや研修会等）

兵庫

・市民後見人研修終了後のレベル維持のためのフォローの仕方
・成年後見人として活動していただくための裁判所とのかかわり方

兵庫

実際の事務に関する具体的研修
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
奈良

実例を交えた活動報告等

奈良

どのように養成を行っているか

奈良

後見人養成カリキュラム及び講師体制など

奈良

市民後見人自体の普及啓発をどのように行っているか。

奈良

適当な委託先

和歌山

勉強会や研修等へ参加して，具体的にどのようにしたら良いかを学びたい。
実際行っている所の話しを詳しく聞きたい。

和歌山

市民後見人になれる資質はどのようなものか

広島

何ができるのか。何の資格がいるのか。報酬を得ることができるのか。市民後見人1人に対し、何人うけ
もつことができるのか。モデル地域等があるか。

広島

市民後見人養成事業の実施要綱、事業概要等について。

広島

養成までの具体的な手順について。研修内容、研修（講師役）の実施機関など。

山口

本市における市民後見人の養成、登録、サポート体制の構築については、まず、地域の実態を十分に
踏まえ、中長期的な視野にたって、家庭裁判所や県の助言・指導を得ながら関係機関との連携を図り、
十分な検討、準備期間を設定して取り組んでいく必要があると思う。

山口

実施している自治体のノウハウ。

山口

他市の市民後見人実施状況。法人後見にも至っていないため事業をどのように進めていくか。

山口

他市の先進事例。

山口

管理、監督の体制。社協等の法人による支援が必要になると思われるが具体的な体制。

山口

他の自治体における市民後見人養成研修等の現状や今後の取り組み予定について。実施されている
又は実施予定の場合、どのように運営しているのか。

岡山県

市民後見人養成後の市民後見人の管理体制

岡山県

他市町村の」マニュアル(書式、流れ等）

岡山県

市民後見人に対するフォロー体制や報酬助成について

香川県

養成や研修体制、監督体制、予算措置等をどのように実施しているのか。

香川県

養成・研修体制、人事配置、予算措置等どのように実施しているか。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
香川県

市民後見人の活動を支援する体制づくりについて。

香川県

実際に活動されている方がどのくらい（県内）いるのか知りたい。

香川県

他県での事業の取り組みについて具体的に知りたい。

徳島

養成事業を行うにあたっての具体的なカリキュラム等の情報。先進地情報。

徳島

現段階において、養成等に関するカリキュラムや考え方が統一されていないため、養成及び養成後の活
動の支援体制等の実例。

徳島

人材の育成（育成の為のプログラム）と必要性の啓発（専門家としての観点からの問題点）。

徳島

研修プログラムの内容や、実際に活動している者がいるのなら、その実績（育成した人数や、実際に活
動している者の人数など）。

徳島

他市がどのように行っているか、情報を知りたい。

徳島

バックアップ体制など。

徳島

市民後見人となりうる人の資質について。

徳島

本町でも後見人のほとんどが司法書士等専門職が多く、市民後見人はいないと思われる。ボランティア
である市民後見人の活動の実態がどのようになっているのか教えていただきたい。

えひめ

市民後見人活動はボランティア要素が高いと感じる。責任のある仕事として位置付けるため、報酬設定
等について家庭裁判所はどう判断しているのか？

えひめ

市民後見人に関する情報パンフレットが欲しい。

えひめ

実施中の自治体の情報。

福岡

市民後見人養成後のフォローアップ体制。

福岡

市民後見人を育成しても活動する為には（裁判所から指名）各種団体に所属する必要がある。法人後見
に近い形となるため、どのように加入すればよいのか。言葉のイメージからは養成講座を受講したら後
見人に指名されると考えてしまう。

福岡

他市町村の実施状況。

福岡

○○市障害者自立支援協議会相談援助部会を中心に障害者について市民後見制度を研究中。H24.3
月にやまが市民後見センター視察研修を行い、H24年度以降の部会活動で議論していく。

福岡

今のところ実施は未定。

福岡

養成研修終了後の受講者へのフォロー体制について。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
福岡

市民後見人を養成後はぜひ家裁に選任してほしいと思うが、家裁は市民後見人についてどのような考
えをもっているのかを知りたい。

佐賀

専門職後見人と市民後見人とのすみ分け。市民後見人の支援体制（専門家で構成した検討会、協議会
等）について。事業を実施する場合、リーガルサポートからどのような支援が受けられるか。

佐賀

県内において後見申立がどれくらいあって、後見人がどれくらい不足しているか等により市民後見人を
養成することの必要性

長崎

他市の具体的実施状況。

長崎

市民後見人の概要、県内の状況、問題点など。

長崎

事業に係る組織や予算、養成後の活動への関わり方など。

長崎

・実施している自治体名（当市の人口規模（3万人余り）と同じくらいのところ）。
・どのような体制で実施しているのか。
・監督体制はどうなっているのか。
・予算はどのくらいか。

長崎

家裁が市民後見人を選定する場合の基準があれば知りたい。

長崎

研修制度、他自治体の事例等。

大分

他市町村での当事業実施状況、具体的な取り組みと事業の効果影響について。

大分

先進地での取組状況。

熊本

市民後見人を養成することで、地域で支え合う意識が強くなると思われる。成功事例を知りたい。

熊本

・市民後見人養成講座をリーガルサポートも開催されているが、日常的に市民後見人からの相談はあり
ますか？また相談内容で多いものはどんな内容が多いですか？
・市民後見人が報酬付与を行う全体の割合はどうか？

熊本

小規模自治体における養成、活動の現状について。

熊本

事業の実施方法又は事例。

熊本

他市町村の実施状況。

熊本

市民後見人育成講座等を実施できる団体等の情報。

熊本

養成事業の進め方の具体的方法が示されれば良いと考える。

熊本

どのようにして市民後見を養成したらよいか。市民後見人のバックアップ体制について。

熊本

市民後見人の手当、直接受任するのか等、市民後見人契約に関する仕様書。

宮崎県

市民後見事業に関する職員研修。

宮崎県

市民後見人関する詳しい情報。
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第３ 最後に、市民後見人についてお聞きします。
２ 市民後見人に関する事業を実施するにあたり、どのような情報を得たいですか？具体的にお書きくださ
い。
鹿児島

６５才以下の障害者について、実例があればお教え下さい。

鹿児島

実施している市町村の流れ、運営方法など情報が知りたい。市民後見人の活動状況、身近な相談者と
して活用していけるのか、うまく行っているところがあれば知りたい。

鹿児島

（市町村の管理体制はどこまでを言うのかわからない。例えば、不正があった場合、市町村が責任を負
うのか？出納帳まで逐一確認が必要なのか？）前記したことを踏まえ、市民後見人の養成事業を行った
市町村の状況を聞いてみたい。

鹿児島

現在準備作業中

沖縄

小さな自治体で、ほとんどの人が顔見知りや親類であるため、また子どもは島外にいるケースも多く社
協の日常生活支援事業もむずかしい状況にある。このような環境で市民後見人との信頼関係はどのよ
うにしてつくっていけばいいのかなと考えている。まだ、私自身経験が少ないので、いろいろと教えてい
ただきたい。

沖縄

養成方法や実績の情報を得たい。

沖縄

先進事例（取り組み方法等）。
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質問の内容にかかわらず、ご意見がありましたら、自由に記載してください。

函館

今後成年後見制度利用にあたり、リーガルサポート、弁護士会、社会福祉会等第三者後見人をになう
方々とは連携が必要と思っているので、協力をお願い致したい。成年後見制度の改善点として思うのは、
申立費用や鑑定費用などが高額となること。敷居の低い制度となれば良いと思う。

旭川

小規模市町村だけで、専門職等の後見人を確保することは難しく、市民後見人の養成だけで、体制が整
備できるのか疑問である。単独自治体だけでの運営ではなく、広域でセンターを作るなどして運営していく
ことも検討が必要であり、国や地方自治体で推進していく必要があると思う。

旭川

成年後見制度が始まってから10年以上が経過したが、必要な方に利用が進んでいない現状がある。手続
きの煩雑さ、申立費用の経済的負担、後見人の社会的、法的な責任をともなうことが原因だ。高齢者の場
合、認知症が進行し制限行為能力者になる前に、任意後見制度の推進すること。障害者に関しては「親な
き後」問題のために、家族に対する啓発が大切だと思う。首長申立については、行政職員だけではむずか
しい面もあるので、司法書士の皆様、住民、福祉医療関係者との連携がもてるよう整備していきたいと考
えている。

釧路

後見人のなり手不足の問題があります。市民後見よりも社会福祉等の体制整備が必要だと思う。

山形

親族のいる方については、時間とお金のかかる成年後見人までは求めておらず、近くに親族のいない方
については、財産管理や身上監護というよりは、入院や入所時又は介護サービス等利用時に身元引受人
等となって行動してくれる人を求めるケースが多い。しかし、今後成年後見制度利用が必要になってくると
思われるため、利用しやすい体制を整えていくことが必要だと考えている。

山形

申立を行う親族も高齢であることが多く、制度の理解と手順に難しさを感じている。もっと簡易な手続きに
してほしい。すでに介護保険施設に入所している人については金銭管理のみの場合がある、それだけに
対応できる事業の必要性を感じている。

山形

別紙のとおり

秋田

市民後見人の養成については、高齢化率33.26％(H24年2月29日現在）過疎地の当市では、人員不足や
市民ぞれぞれが顔見知りな場合が多く、個人情報を把握することとなる市民後見人の受け入れは、困難
なことが予測される。

秋田

本市では事業実施規則として定めており、今回の回答については規則を基にしております。

秋田

本来、後見人は親族等で行うべきと思う、。後見人の親族にだけ負担をかけることでなく、全員（親族）が
負担する仕組みが必要と思う。要支援者の支援は急務ではあるが、最初から行政ありきはいかがなもの
かと。親族等の支援が得られない場合に、行政が支援（金銭的）する必要があると思う。

秋田

H24年度は2件の申立を予定している。予算も2件分確保。

青森

親族がいない、いてもこれまでの生活歴から縁を切っており、かかわりたくないという方がいる。本人が在
宅生活できなくなった時、施設利用するため、契約をお願いするのに、この制度を活用することはどうなの
だろう。

青森

成年後見制度利用支援事業も市民後見人養成事業も「市町村」で実施するもののほか、「広域地域」や
「広域事務組合」などでも事業展開ができるような制度にならないかと思う。

東京

現在、都で行っている市民後見人養成事業が平成26年度に区へ移管される予定であり、当該事業が区
から社協へ委任されることとなった場合の対応について準備する必要がある。
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東京

社会貢献型後見人養成について
平成23年度現在、台東区は東京都の養成講習に参加する形をとっており区では養成講習参加者を公
募、面接で決定して都に推薦し養成講習終了後は○○社協での2年程度の実習活動を経て後見人として
の適格性を身につけてもらっている。今後、この事業が平成26年度より区に移管される。現在この事業移
管に向け社協等と検討中。

東京

都が定めた市民後見人の年齢制限は団塊世代の社会貢献活動を非難している。自治体に養成がおりて
いる以上、一律、年齢制限については再考する必要があるのではないか。

東京

市民後見人の定義づけをきちんとすべきと思う。市民後見人といえども”後見人”であることには変わりが
なく、その責務は重大である。今後身寄りのない方も増加すると思われ、事故や法的トラブルも増加すると
思われる。現行のしくみの中で一自治体が支援体制を作っていくのは限界があるのではないか？自治体
をまたぎ連携が必要なケースの増加も見込まれるため専門職と連携した都、県レベルのような組織（協
会）が必要ではないか？

東京

被成年後見人等の身上監護を専門職後見人が対応をすることが難しいケースについて、市民後見人との
複数後見や後見人サポーター（後見人受任を目指している市民）の活用ができないだろうか。

東京

東京、立川、千葉木更津支部など家庭裁判所の管轄により申立書式に相違がある。統一してもらえない
かと思っている。

東京

①NPOや民間企業が被後見人をどんどん養成しているが、本人の財産を扱うだけに市民後見人の質の
担保がどのように保証されるか。どこが責任を持って監督するのか不透明であり、責任を持って推薦でき
ない。
②大阪のように無報酬でも成り手がいるのか不明。

東京

以前LSにおねがいしたことがあるが後見は資産のある人の為の制度であるとの説明を受けたことがあ
る。

東京

報酬助成については、区長申立に限られないよう要綱を改訂することを検討、申立費用についても検討し
て行く。後見申立時に後見人候補者をたてなくても良いのか←家裁は必ず選任すると伝えた。

東京

区長申立の申立書作成をリーガルサポートに委託することができないか。高齢者の個人情報が外部にも
れることは心配。確かではないがNPO法人に委託している区があるらしい。○○？××？

東京

区から、市民後見人がどれくらい必要か聞かれている。

東京

社協の体制が整わないと市民後見人の利用は難しい。

東京

家裁への申立手続きなどについて、情報提供して欲しい。（データなどは都で確認できるが、実際の手続
きなどについてはわからない点が多いため）。

東京

市民後見人の呼び名について○○町では市民ではなく町民となります。違う呼び名はないでしょうか？

神奈川県

○○市では、新たな権利擁護の担い手として、市民後見人の養成に向けた検討を進めている。その際に
は、リーガルサポートさんの協力が不可欠になってくるものと思われるので、是非ともよろしくお願いした
い。

神奈川県

専門家の方でも対応に苦慮されていることが多いと思われるが、市民後見人への期待が大きすぎるので
はないかと個人的には感じる。また育成のシステムも十分に確立しているとは思えない。

神奈川県

専門家の方でも対応に苦慮されていることが多いと思われるが、市民後見人への期待が大きすぎるので
はないかと個人的には感じる。また育成のシステムも十分に確立しているとは思えない。
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千葉県

・成年後見制度の利用にあたっては、申込から決定後の費用が支払えず使えない方が多い。診断書や鑑
定も含め、低所得層にはかなりの負担であり、利用支援事業でも助成を受けられない人に対しての必要
なら制度が利用できるようにしていく必要があると考える。
・審判が出るまでの金銭管理等に非常に困り、やむを得ずそのままの状態で数か月を過ごすしかない状
況である。この期間の代替策も必要です。(裁判所から審判前の保全処分は実際のところ有効性はないと
いうため）。

千葉県

介護特会の地域支援の任意事業に構えた瞬間に、国の負担割合は40％で良いことになる。成年後見が
必要となるのは地域に片寄った問題ではなく日本全国の話であり、国民の権利の問題であると認識して
いる。今後大きな負担が見込まれる中、国会で充分な議論がされていないまま、厚生労働省の課長通知
だけを根拠に地方が負担していくことが正しいことなのか大いに疑問である。

千葉県

後見人の不祥事が新聞等で掲載されるたびに、市民は信用できるのかという不安を持っているように感じ
る。第3者後見人のニーズはますます高まるものと感じているので、制度のPRと後見人の質の保証が必
要。

千葉県

申立できる親族であるにもかかわらず、申立手続きが面倒だという理由で拒否する方もいるので、手続き
方法を簡素化することを検討願いたい。

千葉県

リーガルサポートによる「成年後見制度」についての講演（研修会）における講師派遣を今後も続けていた
だきたい。

千葉県

成年後見事務に関する居住地特例の考え方が市町村により異なる。障害福祉サービスに関しては原則、
居住地特例により入所前の市町村が援護の実施者になるが、成年後見に関しては明確な制度がない。
障害者施設に関しては、施設数も少ないため、他県・他市から入所することが一般的であり、対象者の基
本状況が不明な状態での支援は困難である。成年後見事務に関しても、居住地特例の対象する制度が
必要である。

とちぎ

県内においても、市長申し立て件数が全国的に少ない。まずは、市長担当者が、必要性を感じ、件数を増
やす必要があると思うす。

とちぎ

本市においては、平成23年度に初の市長申し立てを実施したばかりであり、まだまだ経験不足である。今
後、高齢化率のますますの上昇により、成年後見制度・市民後見人関連事業の重要性が高まることを本
市としても認識しているところである。貴法人に、今後も本市に対してご指導、ご鞭撻いただきたい。

群馬

関係機関と連携を図り、事業の進展に向けて情報収集等を行っていきたい。

群馬

筑波大学の上山先生によれば、国は市民後見人を安い労働力と考えている節があるとの事でした。確か
に、このまま進めたら現場が混乱するだけだと思います。介護保険の「措置から契約へ」を同時スタートさ
せるため見切り発車で生まれたと言う成年後見制度。そろそろ落ち着いて国レベルですべき事があるよう
に思います。まずは、法務省を厚労省の制度に対する考えを統一する事。「医療同意権」「居所指定権」
「死後の事務」等の問題を法改正して法的根拠に基づいた解決をしなければ、いつになっても使いやすい
制度にならないと思う。

群馬

社会福祉士会さんから講師に来ていただき、○○地域自立支援協議会において成年後見制度の説明会
を1月に開きました。リーガルサポートさんでも講師派遣等可能であれば、そういった情報もほしいです。

群馬

成年後見制度は高齢者や障害者にとって必要な制度である。利用しやすい制度にしていくことは重要なこ
とと考えている。

静岡

先進的な自治体の取り組みを知りたい。
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静岡

今までのケースはなかったが、今後必要性が高まってくるものと思われる。体制の整備について検討して
いかなければならないと考えている。

静岡

身内がいない人、身内の支援が受けられない人は多く、後見制度を利用したいと希望されるケースは増
えていくと思われる。中には「身元引受人」も後見人にお願いできると考えている方もあって、後見人の役
割についてお伝えすることもある。後見制度だけでまかなえない部分、特に身元引き受けや保証人なども
困難を感じることが多い。

静岡

当町は、今まで高齢者担当課の包括支援センターが障害も含めて実施していた。今後、障害者の利用も
増えることが見込まれるが、具体的な手続きや運用方法について、知識のない一般事務職員が担当する
ことについて（障害分野）研修やマニュアルなどの情報を得たいと感じている。

静岡

身寄りの無い人が亡くなった場合の相続財産管理人についてお金がない人の場合の対処法を教えてほし
い。

静岡

・上手くいっている地域の実例。
・NPO等の設立や活動。

静岡

広域での取り組みを推進していけるよう、市町の連携、県の指導、法人等の協働が望まれる。

静岡

成年後見を進めていくことは、高齢者の立場となった場合、とても良いことだと思う。しかし、地方公共団体
が市長申立てをするにあたり、他の福祉的業務の方が、ニーズが高く、成年後見に費やす時間は限られ
たものとなる。成年後見の業務に職員数をある程度割ける大きな市役所なら専門の所属を設けて、申立
てをすることが可能と思うが、小規模団体には困難と考える。

静岡

手術同意ができないなど、本制度の限界を見直す必要を感ずる一方、まずは普及啓発をすべきという観
点から、障害者自立支援法地域生活支援事業で24年度から市町村必須事業とされたことは、障害者福
祉の向上につながる。

静岡

今後とも、御支援をお願いしたい。

静岡

今後、障害者への取り組みを検討していきたい。

山梨

市長には市民後見基礎講座にご協力いただき、感謝している。24年度には実践講座と体制整備の検討を
行う予定。今後ともご協力よろしくお願いしたい。

新潟県

後見等研修を受けた専門家ですら後見人になってもらえず困っている。必要な方の増加に伴い、対応もむ
ずかしい点あるが是非リーガルサポートセンターの尽力もお願いしたい。

新潟県

成年後見制度を利用する人は年々増えており、後見人が不足しているという話も聞くが、制度上その数を
知ることができない。裁判所管内の情報や、後見人の不足の程度など、事業を行う上でより具体的な情報
を行政に伝えてほしい。

愛知

成年後見人の不正などがメディアで取り上げられることで、信用を失くしているのではないか。一生懸命
やってくれている後見人の方が多いはずではないか。申立てをした人が望む後見の形になっているか。金
銭管理だけではPRしても広がっていかない気がする。

愛知

親族関係図の作成と財産目録の作成が一番難しい。財産目録は後見が付いてから後見人が行う形にし
てほしい。もれの無い親族関係図を作るのは困難であり、自立自体を司法書士等に委託する方法を主に
していった方が迅速な手続きが見込める。
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三重

判断能力に低下があれば後見制度を利用していくことは本来のあるべき姿と考え、積極的に申立てを進
めている。市長申立に限らず、本人・親族申立のサポートも行っている。申立にあたっては候補者として
リーガルサポートの先生方に多大なご協力をいただいており、本人・親族申立の申立書類作成などでもお
世話になっている。今後も貴団体との連携により、市民福祉の向上に努めていきたいと考える。

三重

成年後見制度については、必要な人に支援が届いていない状況であると思われるが、使いたくても使い
にくいという声や利用申立の費用や提出する書類などハードルが高いと言った声もあり、運用面や利用し
やすい状況の環境整備が必要だと思う。

三重

・平成24年4月から施行しました。
・今後、状況に応じ、制度の充実に努めます。

岐阜県

回答がおそくなり申し訳ない。

岐阜県

市町申立場合、裁判所の選任である為、新聞報道であるような後見人の不正行為はあってはならないと
考えている。今後一層のチェック体制も必要と思う。

岐阜県

1年を通じて成年後見に関する相談はあるが、地域包括、家庭裁判所等で話を聞かれた段階で大変であ
ると親族等が考えられ、申立までいかないケースが多い。制度利用のお金がかかることを聞かれてしまう
と利用をひかえられるケースもある。今後どのように進めていけば良いかが課題である。

岐阜県

社会福祉協議会と調整し、成年後見センターの設置ができるよう検討している。情報等あれば知りたいと
考えてる。

福井県

H24年度に要綱を、高齢と障害をあわせたものを作成予定。

福井県

後見人になる人がいない。（仕事が負担大きいため）

石川県

司法書士に国難ケースを依頼していたが、断られている。（負担不足）。他から来てもらうと交通費もかか
り利用者の負担増となる。もっと研修を受けた方を増やしてほしい。

大阪

①法人後見に関して、情報提供をお願いしたい。
②後見人を支援していく方策について、情報提供をお願いしたい。
③貴法人所属の後見人の善意に頼ることなく、正当な報酬が支払われるよう、公費負担の在り方につい
て研究していきたい。

大阪

最近多いのが、本人に意思決定能力があいまいであり、単身者で、銀行に年金等振り込まれていたとして
も引き出すことができず、家賃や入院費をどうしたらいいか、また転院の際の保証人にだれがなるのか、
（在宅での生活の無理な方で若干重度ではない認知症等）の相談が多発、在宅で生活するには、後見人
がいたほうがいいと思われるが、病院等で医療が必要な場合、誰かがいてくれたら（その手続きのみ）と
いうケースもあり市長申立全て対象には中々難しい。

京都

成年後見制度が普及しているとは言い難い。多くの自治体の要綱が変更されていないように差し迫った問
題とは捉えられていない。報酬助成、親族調査の範囲等について見直しを図っていきたい
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兵庫

市民後見人に主として求められるのは身上監護と思われる。被後見人に対する信頼関係を築くにあたっ
て、個人の感情移入しないように、公私の区別がつけられるように、市民後見人をサポートする機関が必
要である。市民後見人を養成する前に支援体制を整備していくことが必要と思う。

兵庫

市民後見人の養成について、現時点で受講を希望される方は少なく、各市町村単位で研修を実施するの
は非効率であり、ある程度広域で実施すべきと考える

兵庫

当町においては、成年後見制度の周知が十分ではないため、問い合わせも少ない、また、市町の申立て
もない。

兵庫

姻族の（特に傍系）親族確認について、不要と思われるケースがある。状況に応じては2親等内の血族や
直系の親族の確認としてもよいのではないかと考える。

兵庫

後見人に関しては、必要な制度だが、様々な状況から、在宅者の場合はなかなかすすめられていない現
状がある。施設入所者の場合は生活支援は施設関係者が行い、この後見人制度で後見人に関すること
のみ連絡あるとのことでわかりやすいから進んでいると考える。

兵庫

町長申立てに関る予算化はしている。成年後見人制度の周知、（前述したとおり）市民後見人の養成や法
人後見人の取組みに関する働きかけなど
（遅まきながら）今年度の課題としている。

奈良

虐待ケースでの市町村長申立など、具体的なケースについての相談や、手続きを進めるにあたってのア
ドバイスをいただけるような関わりをお願いしたい

奈良

当市では、先にも述べたとおり、高齢者の権利擁護に必要な支援は実施するという考えだが、浪費等、本
人責任（判断能力）によるところもあり、一概に金銭の収支だけで利用支援事業を適用するものではなく、
ケースに応じた対応を行っている。また、市長申立は成年後見利用の最終手段と考えており、本人、親族
申立の可能性についてもすべてのケースで探り、五條市成年後見審判申審査会で決裁の上、市長申立
を実施している。なお、報酬助成に関してですが、限られた財源の中での実施となるため、すべてのケー
スの後見報酬を公費（利用支援事業）で賄うというのは、限界があると認識している。官（国、自治体）、民
（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、ＮＰＯ等）一体となって、報酬助成に取り組むべきであると思う。

和歌山

申立て書類等の作成が煩雑すぎる。（特に財産台帳）
家族・親族の負担，責任重く「できない」と言われ，市町村申立てとなるケースもある。
もっと分かりやすく使いやすい制度にならないか。
また本人名義の通帳の解約などだけのためにこの制度利用となると面倒と言われる方
も多い。日常生活支援事業と成年後見制度の間のような制度があればと思う。
また，身上監護の部分で，後見人にもよるが積極的にかかわってもらえないという声も
聞く。契約等の代行だけでなく，ケアマネ等専門職はケア方針等について相談したいと
考えているため，認識に差がある（後見人も忙しいのだと思うが）。

和歌山

市町村申立ての実績がなく，市町村申立てを行うための情報や改善点等，具体的ではない。
成年後見制度について広報していく必要はあり，今後市町村申立てを行う事も予想され
るため報酬助成につていの実施要綱の作成を検討しなければならないと考えている。

和歌山

町長申立てをするための手数料，鑑定料等は予算化しているが報酬まで予算化していない。
必要になれば補正で対応することとしている。
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和歌山

・H23年度は3件の市長申立てを行った。
・今後，増えてくると考えられる。報酬支援の必要な方の報酬負担は，市町村だけでは
予算が確保できず，対象がきびしく制限されると思う。
・要綱についての理由は，定めた時の関係者から引き継がれておらず現在の担当者間
でも話し合われていないので，書けない。

広島

収入や資産等のある方については任意後見制度の充実により緊急で市区町村申立てを要請されること
が少なくなるのではと思う。市町担当も専任ではない為、緊急での対応は困難。市民後見については報酬
を伴うものであれば、少しでも失業者対策になり、予算も確保しやすくなる可能性があるのではと思う。任
意後見も市民後見もチェック体制を整えることが先決のような気がする。

広島

「○○成年後見制度利用支援事業実施要項」「○○成年後見制度に基づく町長の申し立てに関する取扱
要綱」を添付しているので、みていただきたい。

広島

市町村の報酬助成を考慮した報酬付与の審判が行われるような動きもあるように思われるが、利用可能
か否かが不確定とした審判は不適当と考える。

広島

国は補助対象とするとのことですが、市が行う地域生活支援事業の事業費は毎年増大しており、国の補
助金も予算の範囲内となっていることから、現実的には市の負担となってしまう現状がある。

山口

平成24年4月の老人福祉法の改正に伴い、市民後見人の育成等が市長の努力義務とされる背景には、
第三者後見人のニーズを専門職だけでは充足できなくなることが想定されているのではないかと思うが、
本市でも引き続き相談業務などを活用して市民の後見制度への理解を深めるとともに、潜在的な第三者
後見のニーズの把握に努め、成年後見事業を進めたいと思う。

山口

本市では、「○○市障害者支援仕業ネットワーク（以下「ネットワーク」という。）」が昨年6月29日に発足し
た。これは弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士、精神保健福祉士及び社会福祉労務士等
で構成され、障害者やその家族及び支援者を継続的に、それぞれの専門知識を活かして支援するもので
ある。今後はこのネットワークと連携し、成年後見制度についても検討していく予定。

岡山県

1 成年後見制度は、司法上の制度であることから、利用支援事業については、介護保険特別会計を利用
した地方自治体の任意事業ではなく、国による制度化を願いたい。 2 市民後見人についても、仕組みづ
くりを自治体任せではなく、法務省、厚労省、裁判所などが、課題の整理をするとともに、制度のあり方に
ついて示してもらいたい。 ３ 利用支援事業や市民後見人について検討スルにあたり、家庭裁判所は必
要な情報(統計や後見人への報酬の実態など）の提供をお願いしたい。

香川県

高齢者の金銭虐待のケースで本人の権利擁護の為に成年後見制度を利用する際リーガルサポートの先
生と出会いご本人も家族も救われた実践事例があった。後見事務は顔の見えるハートがつながる対応を
することだと実感した。感謝している。私もつなげていこうと思う。早く我が町の社協が法人後見となってく
れるのを切に願う。

徳島

相続や複雑な家族構成、虐待等、困難な課題があるケースは、社会福祉協議会、弁護士、司法書士等専
門職からの支援や助言によってスムーズに進む場合があるので、今後も連携を図っていく必要がある。

徳島

当制度が話題となることは、当人が直面してからであり、市民に対する内容そのものの理解度が低い、不
足している。
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徳島

年々、成年後見制度の利用は増えている。○○市でも市町村長申立てが増えてきている。が、問題を抱
えているケースの他に持金が少ない方の後見人については家裁としても非常に依頼するのは悩ましいと
思う。この場は法整備が出来て、助成出来るのがベストと思いますが、予算化するのは今すぐは難しい問
題だと思う。成年後見制度市町村長申立ての窓口として応■。

徳島

制度の標準的な実施要綱や様式、運用マニュアルをお示し願いたい。ポイント、解説があればよりわかり
易い。

福岡

制度ができて10年以上経過して、後見人ができることと、実態等にギャップがでているように思う。国の方
で制度改正に向けた各方面からの意見集約が必要かと思う。

福岡

予算や知識、その他業務等で十分に勉強する時間もなく、また、後見制度は包括が行うことが中心にとら
えられ、役場側が十分に協力出来ないのが現状。

福岡

行政を動かす（要綱を変更させる）ためには、合理的な要綱案を作って提供することだと思う。当市でも市
長申立限定の不合理性は薄々認識しているが、他市が改正しようと苦心している（併せて「生活保護基
準」に限定しない基準を模索しているので非常に苦しんでいると聞いている。）とのことなので「できあがっ
たら下さい」とお願いしている。

佐賀

公益信託、成年後見助成基金の活用方法、活用状況などを教えていただきたい。

長崎

申し立て費用は、原則申立てを行う者ではなく、後見等を受けようとする者が負担するようになれば、親族
などが負担を嫌って、申立てを行わないのが防げると思う。後見レベルであっても本人申し立てで手続き
が進められるようになればよいと思う。

長崎

本市としましても、関係機関と情報交換を行いながら必要な方に速やかに制度の利用ができるよう努めて
いる。今後ともご協力いただきますようお願いしたい。

大分

利用支援事業は全額の多寡に関わらず、利用開始から廃止まで継続した財政負担が必要となるため、決
定等に慎重にならざるを得ない。制度の普及のためには国の財政的な支援が不可欠。親族による後見
が、かえって経済的搾取につながっているということも聞くので、誰もが第三者による後見制度の利用をで
きるよう、体制づくりをお願いしたい。

熊本

・報酬助成の手続きは、平成23、22年度どれくらいあったか？
・報酬助成の受ける際の要件はあるか？
・報酬助成のリーフレット等の作成はしているか？

鹿児島

実績が全くないため、実績に応じて必要なものを整備していく考え。このため、ほとんど回答できず、すみ
ません。

鹿児島

市の担当者も、法律の専門家ではないので、又、成年後見のみ事務を行うのではなく、他の業務との兼務
で行っていることもあり、難しいところもある。成年後見制度申立手続きについての、説明会等が実施され
たら、よりスムーズに行えるようにあると思う。

鹿児島

リーガルサポートの方で一般市民向けに成年後見人制度についての講演会、研修会を島町でしていただ
ければありがたい。業務上、成年後見制度の研修や普及活動ができていないのが現状だが、今年度は要
綱等も整備し、パンフレット等で広報したいと思っている。

鹿児島

リーガルサポートの支部の方が時々来てくれるようになり、ケースの相談などさせてもらい、専門家の意見
を聞きやすくなった。大変有り難い。

鹿児島

障害・社会福祉課は、平成24年度から、自立支援法で必須事業となったため、予算計上してある。
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鹿児島

本町においては、成年後見制度利用支援事業が未整備である。本町や近隣の市町の状況を把握し対応
したいと考える。

沖縄

市民後見人の養成については重要且必要と痛感しており、喫緊の課題であることも認識している。しか
し、養成のためのスキルを持合わせていないのが現状であり、スキルを修得するための研修やセミナー
等も少ない。

沖縄

他自治体の状況も知りたいため、結果の公表をお願いしたい。
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