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令和２年度第１回伊勢原市成年後見・権利擁護推進委員会 会議録 

 
〔事 務 局〕 保健福祉部福祉総務課 

 
〔開催日時〕 令和２年７月２８日（火）午後２時～午後４時３０分 

 
〔開催場所〕 伊勢原市役所 全員協議会室 

 
〔出 席 者〕  

（委 員）町川智康委員（会長）、田中晃委員（副会長）、塩原真理子委員、 
長谷川幸子委員、田村雄二委員、塚本富男委員、勝田俊一委員、 

黒石正幸委員 
（事務局）福祉総務課       古清水参事、佐野主幹、柳瀬主事 

     伊勢原市社会福祉協議会 吉野事務局長、柏木局長補佐、小笠原主任、 

                 石井嘱託職員 

 

〔公開可否〕 公開 

 
〔傍聴者数〕 ０人 

 
〔議題〕 

 （１）成年後見・権利擁護推進センター事業の実施状況について 
 （２）伊勢原市成年後見制度利用促進基本計画（案）について 

 （３）その他 
 

（配布資料） 

 資料番号なし  伊勢原市成年後見・権利擁護推進委員会設置要綱 

資料１   令和元年度伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター実施報告書 

資料２   伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター相談対応実績 

資料３   第２期市民後見人養成講座の状況等について（報告） 

資料４   令和２年度伊勢原市成年後見・権利擁護推進センター事業計画（修正版）  

資料５   成年後見制度を取り巻く状況 

資料６   成年後見制度利用促進に関するＷｅｂアンケート 

資料７   伊勢原市成年後見制度利用促進基本計画策定スケジュール 

 

(参考資料） 

資料８   成年後見制度の利用の促進に関する法律 

資料９   成年後見制度利用促進基本計画について 

資料１０  成年後見制度利用促進基本計画に係るＫＰＩを踏まえた体制整備に

ついて 

資料１１  成年後見制度利用者数（委員のみ配布） 

資料１２  伊勢原市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する取扱要綱 
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資料１３  伊勢原市成年後見制度に基づく助成に関する要綱 

新任委員の方に、 

第４期伊勢原市地域福祉計画と第４次伊勢原市地域福祉活動計画（抜粋版）を配布。 

 

※開催に先立ち、委嘱及び会長・副会長の選出 

 委嘱等終了後に推進委員会を開催した 

 

〔審議の経過〕 

２ 議題 
（１） 成年後見・権利擁護推進センター事業の実施状況について 

（事務局） 

－資料１～４について、社会福祉協議会から説明－ 

 

（委員） 

  資料１の５ページ、ネットワーク形成・事例検討について構成員に様々な方がい
られますが、開催した際の様子を教えてください。 

 

（事務局） 

  案内は構成員全員に出していますが、全員が出席するというわけではありません。 

幅広い方が構成員となっていますので、出席していただいた方にどのように満足 

していただけるかが課題となっています。 

昨年は事例発表をさせていただき、その中で課題点について司法書士や行政書士 

の方に日ごろの経験をお話ししていただく時間をつくりましたが、正直出席者に 

温度差が生じていると思います。専門職・行政職員と普段成年後見制度にあまり 

関わらないような方では、少し意識の差があるように感じられます。 

 

（委員） 

  成年後見制度の利用促進に関する法律（以下「促進法」とする。）の中にもあり

ますが、まずは伊勢原市の権利擁護の支援体制を協議会ベースで作り上げること

が求められています。更に広く考えると、市民に直接関わる病院のワーカーや地

域包括支援センターの職員等のニーズが直接あるようなところから、現状をきち

んと聞き、そこに専門職が関わって一定の助言等の支援をすることが求められて

います。 

  構成員を見ると、権利擁護の現場の声が聞ける重要なメンバーですので、大事に

育てていってほしいと思いますし、推進体制ができた後も協議会とは別に維持し

ていただきたいです。 
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（委員） 

  市民後見人との関わりについて、伊勢原市では市民後見人を単独で選任し、セン

ターは外から支援をするというかたちだと思います。 

  他市では、市民後見人と共同受任するケースや、後見監督人にセンターがなるケ

ースが見受けられます。 

伊勢原市の場合、市民後見人の中できちんと業務を行っているか疑わしい方が出

てきた場合、その方を監督する仕組みはあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

  たしかにセンターは家裁から選任されて監督しているわけではありません。 

監督的支援をしているということになります。 

  市民後見人バンク登録をする際に、そういった問題のある行為がないように、誓

約書を書いてもらい担保しています。 

  現状では３ヶ月に１度、市民後見人と面談をして、センターが寄り添いながら活

動していただいているので、問題のある方はいません。   

 

（委員） 

  誓約書に書いてあることを守るという条件で、家裁は市民後見人を選任する材料

としていると思います。つまり、誓約書を守らない市民後見人が出てきた場合に

は、センターがきちんと家裁に報告し注意してもらうことも重要な役割になると

思います。 

  次回でもいいので、誓約書の内容について、教えていただきたいです。 

   

（事務局） 

  次回の会議の際に、誓約書の内容について説明させていただきたいと思います。 

  補足ですが、登録受任調整会議を経て市民後見人バンクに登録されます。 

市民後見人バンクの要領があり、登録の抹消という項目があります。受任者とし

て責務を果たさない場合や、不正が疑われる場合には、会議に諮り登録を抹消す

ることもあります。 

  登録を抹消された者は、後見人等の辞任を勧告すること、その経過を家裁に文書

で連絡するということが要領に記載されています。 

 

（委員） 

  せっかくこの場には、四士業が揃っていますので、今後の仕組みづくりに協力し

ていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

 

 

 



- 4 - 

（２） 伊勢原市成年後見制度利用促進基本計画（案）について  

（事務局） 

－資料５～１３について、市から説明－ 

 

（委員） 

  Ｗｅｂアンケートは市のホームページ上で実施したのでしょうか。 

 

（事務局） 

  はい。市のホームページに掲載しました。 

また、いせはらくらし安心メール等で配信して周知をしました。 

 

（委員） 

庁内の障がい分野、高齢分野、生活保護等の関連部署との課題整理はできている

のでしょうか。 

 

（事務局） 

  平成２９年度から成年後見に関わる担当者との調整会議を、年に１～２回開催し
ています。 

そこで市長申立ての手続きに関して困っていることや、その他の意見を聞く場を
設けています。 

計画の内容や制度に焦点を当てた調整会議を今年度は進めていく予定です。 

  

（委員） 

  先ほどの説明にもありましたが、成年後見・権利擁護推進センターの相談実績は

行政の割合が非常に高いです。 

  包括や医療機関等の利用者に直接関わるところからの相談が少ないように思わ

れますが、どのように分析しているのでしょうか。 

  成年後見制度を利用する人はなかなか自分の思いが伝えられないので、支援して

いる人に権利擁護の視点がなければ制度利用に繋がらないと思います。 

  そういう意味では、関係機関からの相談がもう少しあっても良いと思いますが、 

  広報の仕方とも関係あるのではないでしょうか。 

  委員の中でも何か事情を知っている方がいましたら、教えていただきたいです。 
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（委員） 

  法人後見を受任している団体ですが、合計で２２人の後見人を受けています。 

  障がい分野が１８人、高齢分野が４人で、そのうち２人は任意後見です。 

  障がい者の方はほとんど親族がいない方で、市長申立てが大半です。 

特徴としては、障がい者が高齢になり後見人が必要になったケースや、児童養護

施設から成人施設に移る際に契約が必要になり、後見人をつけるケースが多く、

財産管理よりも身上監護が中心という方が多い状況です。 

  成年後見にこだわらず権利擁護の一つとして、関係機関と連携することで、申立

ての段階から関わりを持ち、本人の意思を反映できるのではないかと思います。 

 

（委員） 

  広報機能に少し見直しが必要なのではないでしょうか。  

  どうして制度が正しく理解されていないのか、利用するハードルが高くなってい

るのか、後見しかないという状況にならないと利用しないのか等課題は多くあり 

ます。 

保佐・補助及び任意後見の利用促進の為には、広報の仕方を工夫することや、 

相談機関の相談員の理解が進まないと、制度利用を考えている人を受け止める姿 

勢もなくなります。 

広報や啓発の部分も今後の機能の中にしっかり入れていただきたいです。 

 

（委員） 

  アンケートの中で、将来頼りたいのはやはり親族と回答した人が多いようですが、 

  親族後見人に対する支援はしているのでしょうか。 

   

（事務局） 

  親族後見人の支援は大きな課題になっています。 

親族からの相談が、書類の書き方等の事務的な内容であれば問題ないのですが、 

実際に活動する中での細かい内容になると被後見人のバックグラウンドが全く 

わからないので、後見人の話だけを聞いてアドバイスするのはリスクが高いと考 

えています。 

今後ネットワークづくりをしていく中で、後見人になってからではなく、親族の 

方が後見人になろうとしている段階から関わりを持ち支援をしていきたいとこ 

ろですが、制度の成熟具合にもよると思います。 

慎重に進めていきたいと考えております。 

 

（委員） 

  市民後見人の養成研修を親族後見人に対しても実施するということは検討でき

るのでしょうか。 
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（事務局） 

  中核機関に求められる機能の一つに後見人支援があり、親族後見人も含まれます。 

  申立てに至るまでの経緯を把握して、関わりを持つことは重要です。 

  選任後は、個人情報の関係もありますのでセンターに親族後見人としての登録を 

していただいて、定期的に面談等をするケースも考えられます。 

東京都では、成年後見の支援計画のようなものを策定して、チーム支援の中で 

解決をしていくような流れをはじめているところもあるようです。 

そういったところの動きも見ながら研究していきたいと思っております。 

 

（事務局） 

市民後見人の養成研修を親族後見人に対してもできるかということですが、市民 

後見人の養成研修は講座の量がかなり多いので、同じような研修を親族後見人に 

対して行うのは現状では難しいです。 

市民後見人の養成研修とは異なるかたちの研修を考えることができれば、今後親 

族後見人の支援や周知につながる可能性はあると思いますので、今後の検討材料 

とさせていただきます。 

 

 

（３） その他  

※委員それぞれの立場から見た成年後見制度の課題について 

 

（委員） 

この制度ができたのは平成１２年であり、その際は親族後見人が９割でしたが、 

現在は３割程です。促進法においては親族後見人を推進することになっています 

ので、今後増えていくのではないかと思いますが、親族ですと利益相反の観点が 

ありますので、慎重に候補者を選ぶ必要があると思います。 

我々専門職の団体も後見人の受任件数が多く、現状手一杯でかなり厳しいです。 

ですから、困難な案件はまず専門職が後見人になり、問題が解決したら親族に切 

り替えていくようなリレー形式でやっていかないと、専門職は手が回らなくなり 

ますので、念頭に入れていただきながら進めていただきたいです。 

また、市長申立ての要件が厳しいところが多いように思いますが、制度の利用促 

進のために要件の拡充を検討していただきたいと思います。 
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（委員） 

田村委員と同じような問題意識を持っています。 

後見人も年を取りますので、いつか辞めるときがきます。後見人を辞めたいと裁 

判所に言うと、後任を探してと言われてしまいますので、なかなか引継ぎもでき 

ないと聞いたことがあります。 

市民後見人や親族後見人だけではなく、団体等の新たな受け手を養成していく必 

要があるのではないでしょうか。 

また、地域での連携について、私は３ヶ月に１回地域ケア会議に出席しています。 

そこには民生委員や地域の方も出席していますが、成年後見の話は出ています。 

中核機関ができた際にそういった話を吸い上げやすいような体制をつくること 

が重要だと思います。 

制度を必要としている人は、自分の意思を伝えられない人が多いので、周りの 

人たちから情報を取り入れていくことが必要です。 

民生委員の方々は自分がどこまで関わっていいのか、困っていると思います。 

 

（委員） 

法人後見の団体では、担当者を任命して後見業務をしていますが、被後見人と相 

性が合わないときは担当を変えるということができる部分は、良いところである 

と思います。 

そういう意味では、市民後見人で障がい者に対する専門性を持っていない方は、 

勉強していく必要があると思います。 

内部で勉強会をやっていますが、専門性をどのように高めていくかというのが一 

つの課題であると思います。 

現在、２２人の被後見人の方に対して１５人の担当がいますが、バランスが難し 

いです。 

一人しか担当していない職員はやりがいをあまり感じられないと思いますが、何 

人も担当させてしまうと手が回らなくなります。 

以前、高齢になったので辞めたいという職員もいて、別の担当者に変えたことも 

ありました。 

被後見人がどのくらいくるのかわからないので、後見人をやってくれる職員をど 

う確保するのか、バランスを保つことに苦慮しています。 
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（委員） 

  知的障がいを持つ方のための団体ですが、先日アンケートをとる機会がありまし 

た。 

やはり当事者の親は、我が子の送迎ができなくなることや、自分が病気になった 

ときにどうすればいいのかといったことを心配されている方が多いです。 

成年後見制度については、知っているが詳しくはわからないと回答した人が多く、 

後見人をどのように決めたらいいのか、第三者が後見人になる場合どのような人 

なのかといったことに不安を抱いている方が多かったです。 

今後当事者の高齢化や、一人親の増加等もありますので、相談先としてセンター 

があるということは、当事者や親にとって心強いことだと思います。 

様々なかたちで周知していただきたいと思います。 

親族後見を推進することになっているとのことですが、障がい者の場合ほとんど 

が親が先に亡くなりますので、その先をどうするかということが心配です。 

これからは親族後見についても様々な支援が受けられるような場所や制度がで 

きてほしいです。また法人後見の受任団体が増えていってほしいと思います。 

 

（委員） 

後見人のなり手をどのように確保していくのかが大きな課題であると感じます。 

やはり親族後見人を増やしていかざるを得ない中で、親族後見人をどのように支 

援していくのかをしっかり考えなければなりません。 

また市長申立て件数が増えているということは、一人暮らしで親族との関わりが 

なく、判断能力が衰えてしまっている方が増えているということですので、漏れ 

がないように目配りをしていく体制を整えていかなければいけないと思います。 

 

（委員） 

実際に成年後見制度を担っている先生方のお話も聞くことができ、非常に貴重で 

あると感じています。 

先ほど担当から説明がありましたが、制度の利用を深めるための研修会や周知、 

各分野との連携をどのように計画の中に落とし込んでいくかということを委員 

の皆様のご意見を参考にしながら進めていきたいと思っております。 

先ほど、センターの相談件数として関係機関からの件数が少ないのではないかと 

いうご意見がありました。 

伊勢原の特性として、そういった機関に対する相談支援を市役所が担っていると 

いうことがありまして、市役所からセンターにつなぐというケースもあります。 

そのため、行政からの相談が多くなっているという現状もあると思います。 

伊勢原は地域との繋がりが強いと言われますので、地域性を重視して計画を策定 

していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 
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（委員） 

先ほど塚本先生がおっしゃっていたとおり、一番身近な支援者の悩みを拾い上げ 

て、それが権利擁護の問題なのかを見極めていただきたいです。 

専門職からの助言機能を作り上げていくことが重要であると思います。 

グループホームの施設長をしていますが、３０人のうち半分は後見人等がついて 

います。後見人等は、圧倒的に行政書士が多いです。 

この制度を使っている人にとっては、後見人は最後まで一緒に歩んでくれる大切

な存在です。 

自分の意思で後見人を選ぶことができるうちに、任意後見等を利用していただく

のが良いのではないかと思います。 

 

（委員） 

促進法が何を目指しているのか、共通認識を持ちながら進めていくことが大事だ 

と思います。 

資料５の４ページのイメージ図を、私は２つの見方があると思っています。 

一つは、後見人が親族の場合です。その場合、後見人と被後見人の周りにいる事 

業者やケアマネジャー等がサポートして、出てきた問題を協議会で解決していく 

という仕組みです。 

もう一つは、後見人が専門職の場合です。その場合、財産管理にばかり力を入れ 

ていて、被後見人や周りの人と直接会わずに業務を遂行している人もいます。 

そういう後見人に対して、チームのほうから声がけをして被後見人の抱えている 

問題を理解させようと働きかけて、問題があるときはチームから協議会、協議会 

から裁判所に報告し、裁判所から後見人に注意をするという仕組みです。 

本人のためになっていなかった制度を変える大きなきっかけにも成り得るので 

はないかと考えています。 

皆さんも様々な見方をしていると思いますが、より良い制度づくりを目指して 

推進委員会を進めていっていただきたいと思います。 

 

 

  ※最後に次回の日程について、調整。 

   令和２年１０月１５日（木）１４時からを予定。 

 

 

  

  


