
- 1 - 

令和２年度第２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１０月１５日（火）午後２時～午後３時１５分 

 

〔開催場所〕 伊勢原市民文化会館 練習室１ 

 

〔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、 

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、清水主事 
     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）伊勢原市成年後見制度利用促進基本計画について 

 （２）その他 

 

（配布資料） 

   伊勢原市成年後見・権利擁護推進委員会設置要綱 

資料１   第４期伊勢原市地域福祉計画一部改訂（案）について 

資料２   第４期伊勢原市地域福祉計画（改訂版）素案 

資料３   地域連携ネットワークのイメージ 

資料４   中核機関の役割と具体的機能 

資料５   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） 

資料番号なし  市民後見人誓約書 

 

 
〔審議の経過〕 

２ 議題 

（１） 伊勢原市成年後見制度利用促進基本計画について 

（事務局） 
－資料１～５について、事務局から説明－ 

 
（委員） 
  中核機関の機能として後見人支援機能を充実させていきたいということですが、

市内で後見人が何名いるかという情報は掴めているのでしょうか。 
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（事務局） 
  家庭裁判所からいただいている資料では、伊勢原市内で成年後見、保佐、補助、

任意後見合わせて１７１人となっております。 
 
（委員） 
  人数だけで、具体的な内訳は分からないのですね。今後、そういった人たちに対

して支援していきたいという考えはあるのでしょうか。その場合、家庭裁判所か

ら具体的な情報をいただくことはできるのでしょうか。 
 
（事務局） 
  支援はしていきたいと考えていますが、家庭裁判所からの情報については個人情

報等の関係もあり、提供していただくのが難しいのが現状です。何回か家庭裁判

所とも会議をしていますが、そのようなお話を聞いているので、家庭裁判所から

そういった名簿が出される可能性は低いと考えています。どちらかというと、こ

ちら側から周知をした中で、困り事があったら声をかけてもらうというような形

を想定しています。現在、後見人等をされている方の支援もできればいいですが、

これから親族の方が後見人をつけたい、自分が後見人になりたいとなったときの

初期の段階からセンターが関わっていけるような状況を作っていければ、親族後

見人の支援も具体的に進んでいくと考えています。 
 
（委員） 
  今後、親族後見人が増えていくと思います。後見人に就任しますと家庭裁判所へ

の報告等の事務的な作業が出てきますが、パソコン等を使える人と使えない人が

います。その場合、親族後見人に監督人をつけて、監督人のほうで報告書を作っ

て家庭裁判所へ提出しているケースも結構あります。実際にやってみないと分か

らないところもあるかもしれませんが、親族後見人候補者に対して、どのような

後見事務が出てくるかといったアナウンスも十分していただきたいと思います。

また、親族後見人と専門職後見人を両方つけて、身上監護は親族後見人、財産管

理は専門職後見人が担うということも、相談の中で提案もできるかと思います。 
 
（事務局） 
  前回の会議のときにも、始めは士業が受任し、課題が解決し、落ち着いた段階で

後に親族後見人にリレーする方式でバトンタッチするといったご意見もいただ

いているので、いろんな形の後見人への支援があると思います。そういったとこ

ろも検討の余地があると思います。 
 
（委員） 
  今のお話もそうなのですが、親族後見人の受任の問題や、リレーしていくこと、

監督人をつけることは、やはり家庭裁判所の選任があって初めて可能となってく
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ることだと思います。そのためには先ほど課題として上げられた、今後、家庭裁

判所と定期的に連携をとることが必要になってくると思います。こちらの受任調

整や助言をする人たちと家庭裁判所が同じようなイメージを持っていないと、こ

ちらはいいと思っていても、家庭裁判所が選任してくれないということも起きて

きます。積極的に家庭裁判所と連携をとって、いわゆるリレーにしろ、監督人を

つけるにしろ、事前にイメージが合うように、定期的に協議を充実させていくこ

とが大事だと思います。そこまで踏み込むのであれば、親族後見人の支援に向け

て家庭裁判所と受任促進の連携をとっていけるとよいと思います。 
 
（事務局） 
  ありがとうございます。 
 
（委員） 
  相談機能についてお尋ねしたいと思います。資料４を見ると相談機能は全て丸が

ついていて、既にやっていることになっていますが、いわゆる中核機関がやらな

い相談、中核機関とは関係ない相談というのは、相談者のための、相談者が分か

らないことを説明すると言うようなものだと思います。 
中核機関が相談機能を持った場合の相談というのは、相談者のための相談でいい

のだろうかというのがひとつ問題となってきます。というのはやはり中核機関と

いうのは後見制度を利用しやすくなるための相談であるはずです。相談者のため

の相談というよりも、むしろ本人のための相談であるべきではないかと思います。

後見制度を利用したいという親族の方や、関係者の方の相談というのは、ある意

味本人のためにならない内容の場合があります。例えば父親がそろそろ危なくな

ってきたというときに、父親が財産を使い切ってしまうのではないかと心配をし

て、自分が後見人になって父親が財産を使えないようにしたいといった、このよ

うな相談もないわけではないと思います。こういった相談を受けた場合に、果た

して中核機関としてどういう対応をとるべきなのか。相談者から知り得た情報を

相談者にとって不利益に使うことが可能かどうか。当然、この３番の利用促進機

能の中で後見人候補者推薦のための受任調整会議というのを行っているわけです

から、その中で例えば申立人が自分のために後見制度を利用しようとしているの

ではないか、だからそのような親族後見人候補者は外そう、といったことが可能

かどうか。これはやはり中核機関ができる前にしっかり議論していくべきではな

いかと思います。相談機能をやっているからいいのだというものではないのでは

ないかと思います。そういったところは問題提起していくべきだと思います。 
 
（事務局） 
  今までもセンターではいろんな相談を受けていると思うのですが、そういったこ

とに対処するような相談というよりも、成年後見をつけるための相談のイメージ

のほうが強かったと思っていますので、センターと１つの検討材料としていきた
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いと思います。 
 
（事務局） 
  弁護士であるセンター長からも先月同じようなお話をいただいていました。とい

うのも、今夏、社協に来た実習生から、弁護士の立場から見た福祉の課題につい

てという質問があったときに、周りの環境や、家族からの訴えというのを大事に

するという点が挙がりました。そうではなく本人中心というところから弁護士は

まず考えますということで、強いて言えば、そこが福祉の課題であるというお話

をいただきました。今日も同じようなお話をいただいて、本人にとってどうなの

か、本人にとって後見制度の利用が本当に有効なのかどうなのかといった視点は、

今後相談対応する上で改めて私たちも大切にしていかなければいけないと感じ

ました。これから行政とも相談しながら議論を進めていきたいと思います。 
 
（委員） 
  よろしくお願いします。相談員の守秘義務に関わることだと思うので、相談に来

られる方にどうあらかじめアナウンスしていくかという内容にもなってくると

思います。 
 
（委員） 
  本人中心の相談、つまりは本人の権利擁護のための地域福祉計画であるという視

点がないといけないと思います。これは何も後見の事務に関することだけでなく

て、介護１つとっても、本人を中心に置いて、本人に安心で安全な生活環境を提

供していく生活支援というのが必要です。それは家族も自分が高齢になったとき

に望んでいることです。そういう意味ではこの地域福祉計画にあるように、介護

が必要な状態になっても、認知症になっても、本人が安心して暮らせる、そして

今まで生きてきた自分の作ってきた財産や趣味や、そういったものを生かせる福

祉のまちづくり、そのための計画だということを押さえておく必要があると思い

ます。その意味では、このサポートネットワークが地域に対して支援していくと

すれば、その中核は本人中心主義です。先日、県社協でもやりましたが、これか

ら後見活動に関する意思決定支援のガイドラインが出てきます。本人を常に中心

に置いて物事を考えていくというのが望ましい姿なので、啓発も必要ですが、サ

ポート連絡会の中の研修を強化して、伊勢原は本人を中心とした生きがいのある

生活が実現できる福祉のまちづくりのための後見活動をやっていく、というのを

教育していくことが大事かなと思います。研修していかないと、どうしても周り

の意見が強いと引きずられてしまうと思います。 
 
（事務局） 
  現実こういうことがあると聞いて、実際に本人の意思を尊重するということが現

状で活かされているか考えると、少し計画作りに夢中になってしまっているとこ

ろもあったかもしれないと気づかされました。言葉の中では本人主義と言いなが

らも、実際ケース検討している場ではお金の使い方をどうするといったような、

後見人側の立場に立っている事があるように感じます。本人を中心に考えなくて

はいけないという意識を常に持たなければならないのだと再認識させられまし

た。今後、センターと市と協力してこの制度を活用したいと思っていますので、
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お互いに意識しながらできたらいいと思います。 
 
（２）その他 
（事務局） 
  資料番号はありませんが、誓約書の写しを配布させていただきました。前回の会

議で委員の方から、伊勢原市で養成した市民後見人の中で、後見事務の内容に疑

義があるような方やセンターの助言等を聞き入れないような方が出てきた場合

に、どのように対応しているのかというご質問をいただきました。バンク登録の

際に誓約書を提出いただいているということと、併せてバンク登録の要領の中に

登録抹消の要件や、抹消された場合にはそれを家庭裁判所のほうに報告するとい

ったような内容が記載されていることをセンターより説明させていただきまし

た。誓約書の内容については、次回の会議の時にご提示するといったお話になり

ましたので、本日、この現行の誓約書を配布しました。内容は誓約書の裏面の９

番以降が該当する項目になるかと思います。お読みいただいて、内容にご意見や

改善点等がございましたら伺えればと思います。 
また、前回のご質問についてセンター長にも報告をさせていただきました。セン

ター長も他市の後見センターとの関わりもありますので、ある市町村で養成した

市民後見人に想いが強すぎて一人で突っ走ってしまうような方がいて、なかなか

そのセンター職員の助言を聞き入れてくれないというような体験談を聞きました。

そのときはセンター長が市民後見人と１対１で面接をして、改善されたそうです。

伊勢原でもセンターで対応に苦慮する市民後見人が出てきた場合は、自分が面接

をするということもできるからとセンター長から仰っていただきました。私たち

がどのような対応をしたかについては、全案件記録を取り、センター長にスクリ

ーニングをしていただいているので、市民後見人の活動支援で何かあれば相談で

きる体制であると考えております。 
 
（委員） 
  市民後見人も一人の主体性を持った人なので、後見事務をしているうちに自分の

想いが強くなってきて、自分も成年後見人として確立したいという気持ちが出て

きます。例えば社会福祉士の専門職は３，５００人くらい会員がおり、その内６

００人くらいが成年後見の活動団体に所属しています。ですから、専門職団体と

いえども成年後見については特別な研修を実施し、そこが常に養成をして、監督

的な指導や助言を会員にしています。そうしないと専門職後見人といえども内部

の養成と監督が無ければはっきり言って維持できません。だからこそ専門職後見

人なのですけれども、市民後見の場合は支える基盤が中核機関しかありませんか

ら、中核機関を設置し、市民後見人を養成して、監督して、助言していかないと

いけません。専門職の場合は組織の中に倫理綱領を作っていますが、市民後見、

法人後見についてはそういう基盤がないので、中核機関を中心に、そしてこの委

員会で監督しながら作っていくというのが必要です。おそらく国もそれを求めて
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いると思います。 
以前、市町村を越えた市民後見人の「語る会」のような場があったのですが、や

はりすごく主体性があって皆さん想いが強いです。前向きにやるほど「こうやっ

てみたい」となるものですから、中核機関はそれを前提に対応していかないとい

けないと思います。そういう体制が必要だと思います。 
 
（委員） 
  私どもの法人では法人後見という形で市民後見をやっているのですが、やはり今

お話が出たとおり、被後見人との相性だとか、自分の想いが強くて突っ走ってし

まうとか、そういった部分はあります。それが市民後見の良さでもあるかもしれ

ません。現実的にそういった問題がありますが、法人後見としてやっていると、

家庭裁判所の選任は法人として受けているので、履行補助担当者を替えることが

できます。市民後見の場合はセンターのようなところに所属したり、法人として

しっかり責任を持ってやっていったりというのは必要と考えています。逆に言う

と専門職の後見人が財産管理しかやらないとか、あるいは親族後見人が書類を提

出しないとか、そういったお話が家裁のほうからあって、私どもが引き継いだ例

もありまして、そこはどの組織にも善し悪しがあると思うので、連携してやって

いく必要があると思っています。 
 
（事務局） 
  具体的なお話ができるわけではないのですが、他市の計画等を見ると、法人後見

の充実、設立に向けて準備をするという内容を盛り込んでいる市町村もあり、 
伊勢原市に於いても士業や市民後見人、親族だけでなく、障がい者の方の支援と

いうときには、どうしても法人後見のお話が出てくることが多いように思います。

法人後見と言いましても、ＮＰＯ法人を作っていくことに関しては、何か種があ

って膨らませていくことが必要だと思っています。今市内では、法人後見は、社

協と地域福祉を考える会でやっていますが、それも飽和状態になっていくとなる

と、将来的に必要だと思われ、何をしていけばいいのか市としても考えていかな

ければいけないと思います。そういった意味でも今後助言をいただけるとありが

たく思います。 
 
（委員） 
  せっかく配布していただいたので、誓約書について気になる点をお聞きします。

１３番の内容です。一般的にはそのとおりなのですが、どんなことに注意すれば

いいのかということに関しては研修等でやっていくと思いますが、場合によって

は市民後見人にとって非常に厳しいことになることもあり得ないわけではあり

ません。 
例えば市民後見人が財産管理をしていて、１週間に１万円ずつ小遣いとして本人

に渡していたとします。その場合に１万円を受け取ったという領収書を貰うとい
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うことが一般的だと思うのですが、それをたまたま貰い忘れてしまったり、貰わ

ないことが普通になってしまったりした場合、被後見人が亡くなったときに本当

にその分のお金を渡していたのかと問題になってしまうことがよくあります。１

万円ならまだいいのですが、場合によっては、資産が多い方だと毎週１０万円渡

すということも考えられ、それが１年も続くと大変な額になります。そのような

ことでトラブルになってしまうと、市民後見人としては善意でやったにもかかわ

らず、大変なことになってしまうかもしれません。そうなった場合は中核機関も

監督的責任を問われてしまうかもしれません。市民後見人の方にはしっかり守っ

てもらい、重過失というのはどのようなことが問題になり得るのか、厳しくチェ

ックしていかないと中核機関としての責任が問われてしまう場面も出て来かねな

いと思います。ぜひ注意していただきたいです。 
 
（事務局） 
  伊勢原のセンターは市民後見人に対してはまだ監督人として選任されているわ

けではありませんので、監督的指導にならざるを得ず、今の伊勢原の市民後見人

の受任ケースは、居所が安定していて施設等に入所している場合がほとんどです。

これが例えば在宅ケースを市民後見人が受任した場合、お金の受け渡しに対して

１対１にならないよう、ケアマネジャーやヘルパーなど、複数の方がいるところ

で必ず受け渡しをして、受領書等を貰うようなことを徹底しているところも実際

ありました。 
センターで市民後見人の活動支援をするにあたって、市民後見人のバイブルとし

ていただけるよう、市民後見人活動支援の手引きをこの１０月に全面的に改定し、

家庭裁判所提出用も含めた書式や財産管理用の計算式が入っているＥｘｃｅｌフ

ァイル等をＵＳＢにまとめ、監督しやすい体制を整えています。先ほども親族後

見人の支援のことが話題となっていましたが、センターとしても親族後見人への

支援というのは今後ますます重要になってくると内部では認識はしています。た

だ手探りの状態ではありますので、市民後見人の手引き等を元に、親族後見人向

けの活動支援の手引きのようなものを今後検討していこうと考えています。パソ

コンを使える環境の方は活用していただいて、家庭裁判所に報告を上げる前にセ

ンターに持ってきていただければ、家庭裁判所のほうも負担が減る部分もあるで

しょうし、まだ紙ベースでという方もたくさんいらっしゃると思うので、そうい

う方にも必要に応じて支援をできる体制は検討していきたいと思います。 
 
（事務局） 
  その他でもう１点あります。伊勢原市成年後見制度に基づく助成に関する要綱を、

現在見直しています。こちらの要綱につきましては、第１回の推進委員会の際に

参考資料として配付させていただきました。成年後見制度を利用するにあたり、

成年後見人、保佐人、補助人への報酬や申立て費用を負担することが困難である

者に対し、必要な費用の助成金を支給するものとなります。本要綱について、以

前より、助成範囲の対象について実務担当課より問題提起がされておりました。
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現在、担当課からの意見を集約し、改正案を作成している段階です。助成対象者

の住所要件、助成対象者が死亡した場合、その他申請書等の一部の様式の見直し

を現在検討しております。内容がまとまりましたら、またこちらの推進委員会で

報告させていただきたいと考えておりますので、その際はよろしくお願いします。 
 
 

 
  ※最後に今後の予定について説明。 
   第３回推進委員会：令和３年１月下旬 
   計画案パブリックコメント：令和２年１２月下旬～令和３年１月下旬 


