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１ 計画策定の趣旨 

～心安らぐ 幸せ実感都市 はしま～ 

いきいきと安心して暮らせるまちづくり 

（関連する主なＳＤＧｓのゴール） 

   

※左記のアイコンは、 

SDGs （国連サミット

で採択された国際社会

全体の 17 のゴール） 

のうち、本項目に関連

のあるものを示してい

ます。 

 

成年後見制度は、「認知症高齢者」、「知的障がいや精神障がいのある

人」のうち判断能力が十分ではない人の権利の保護のため、自己決定権

の尊重やノーマライゼーション等の理念と本人の保護の理念の調和を踏

まえたうえで、代理権や同意権・取消権を持った成年後見人等が財産の

管理や身上の保護を行う制度です。 

この制度は、平成１２年から開始しましたが、財産の管理又は日常生

活等に支障がある人を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫

緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度

第１章 計画策定にあたって 
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がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用され

ていないことに鑑み、国は、平成２８年５月に成年後見制度の利用の促

進に関する法律（平成２８年法律第２９号。以下「促進法」という。）を

施行し、翌平成２９年３月には、同法に基づいて、成年後見制度利用促

進基本計画を閣議決定しました。 

促進法では、市町村に対して成年後見制度の利用の促進に関する施策

についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施

機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めることな

どを規定し、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進することとしています。 

羽島市成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」という。）

は、促進法に基づき、「認知症高齢者」、「知的障がいや精神障がいのある

人」のうち判断能力が十分ではない人の権利の保護と意思の決定の支援

を更に進展し、いきいきと安心して暮らせるまちづくりを推進するた

め、本市における成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画とし

て策定します。 
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２ 本市の現状と課題 

 本市では、国勢調査の結果、平成２７年が人口６７，３３７人で、高

齢者（６５歳以上）人口は、１６，９３９人で高齢化率は２５．２％と

なっています。 

将来推計人口を見ると、令和２２年には、５９，１１３人に高齢者人

口は２０，２４０人、高齢化率は３４．２％に増加すると見込まれてい

ます。 

 

65 歳以上人口 



4 

 

 平成２７年の一般世帯２３，８７２世帯のうち高齢単身世帯１，８５

６世帯と高齢夫婦世帯２，８４６世帯をあわせて４，７０２世帯とな

り、一般世帯の約２０％を占めています。 

 

 
 

 

注） 

一般世帯 世帯は、「一般世帯」と「施設等の世帯」の２種類に区分され、「一般世帯」は「施設等

の世帯」以外の世帯をいう。 

「施設等の世帯」とは。学校の寮・寄宿舎の学生、病院・診療所などの入院者、社会福

祉施設などの入所者などから成る世帯をいう。 

高齢単身世帯 65 歳以上の者一人のみの一般世帯（他の世帯員がいないもの）をいう。 

高齢夫婦世帯 夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦１組の一般世帯（他の世帯員がいないもの）をいう。 

  

高齢夫婦世帯 高齢単身世帯 

高齢夫婦世帯の割合 

一般世帯 

高齢単身世帯の割合 
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認知症高齢者は、年々増加しており、平成２８年に対する令和２年の

伸び率は１．１５倍となっています。 
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知的障がい者、精神障がい者は年々増加しており、令和２年度は、知

的障がい者は６６５人、精神障がい者は５５９人となっております。 

知的障がい者、精神障がい者手帳所持者数の推移 

  

（各年度３月３１日時点） 

社会福祉協議会が行う判断能力が不十分な方等を支援する日常生活自

立支援事業件数については以下のとおりであり、年々増加しています。 

 

 

  

年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

契約件数 6 8 10 11

新規相談・問い合わせ件数 9 18 11 12

新規契約件数 1 2 3 4

契約終了（解約）件数 4 0 1 3

日常生活自立支援事業件数

（出典：羽島市社会福祉協議会）

各年度３月３１日時点
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本市での、後見等の開始申立件数は、以下のとおりであり、利用が必

要だと思われる人が増加していますが、成年後見制度が利用されていな

い状況が続いています。これまで以上に制度の周知や相談窓口の充実等

を図ることが大切です。 

本市における後見等開始申立件数（類型別） 

 
（出典：岐阜家庭裁判所） 

これらの状況から、「認知症高齢者の増加」や知的障がい者、精神障

がい者を支える親の高齢化による「親亡き後問題」が顕在化すると考え

られます。 

そのため、高齢者・障がい者が住み慣れた地域で生活できるよう、成

年後見制度に対する取り組みを継続的・体系的に実施していくため基本

計画を策定します。 

申立件数
うち市⾧

申立件数
申立件数

うち市⾧

申立件数
申立件数

うち市⾧

申立件数
申立件数

うち市⾧

申立件数
申立件数

うち市⾧

申立件数

成年後見 11 8 7 1 8 2 34 3

保佐 1 2 3

補助 1 1

任意後見 1 1 2

合計 13 0 9 0 7 1 11 2 40 3

合計

類型

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
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３ 計画の位置付け 

基本計画は、促進法第１４条第１項に基づき、国の基本計画を勘案

し、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策

についての基本的な計画を定めるものです。 

また、基本計画は「羽島市第六次総合計画」を上位計画として、「羽島

市地域福祉計画」、「羽島市高齢者計画」、「羽島市障害者計画」などの関

連計画、各種条例との整合を図っていくとともに、国、県、家庭裁判所

等の関連機関との連携を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度の利用の促進に関する法律抜粋 

 

 

  

第十四条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努める

とともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事

項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の

合議制の機関を置くよう努めるものとする。 
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羽島市第６次総合計画

羽島市地域福祉計画

羽島市成年後見制度

利用促進基本計画

関連計画

羽島市高齢者計画

羽島市障害者計画等

国

成年後見制度の利用の促進に関する法律

成年後見制度利用促進基本計画

羽島市第六次総合計画 
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４ 計画の対象期間 

今回策定する基本計画は、令和３年度（２０２１年度）から令和 5 年度

（２０２３年度）までとなります。 

今後、地域福祉計画の見直しに伴い、本計画を統合していく予定です。 
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５ 成年後見制度利用促進の基本的な考え方と目標 

（１）国が示す基本的な考え方 

国が示す基本的な考え方は次の①～③のとおりです。 

①ノーマライゼーション（個人としての尊厳を重んじ、その尊厳にふさ

わしい生活を保障する） 

②自己決定権の尊重（意思決定支援の重視と自発的意思の尊重） 

③財産管理のみならず、身上保護も重視 

（２）目標 

本市では国の基本的な考え方に基づき、地域の実情に応じた成年後見制

度の利用を促進するため、専門職団体との連携を図り、権利擁護支援の「地

域連携ネットワーク」及び「中核機関」の体制整備を進め、次の３つの基

本目標を定めます。 

 

基本目標Ⅰ 成年後見制度利用促進のための体制整備 

基本目標Ⅱ 成年後見制度の利用促進 

基本目標Ⅲ 専門職団体等との連携  



12 

 

 

 

 

  

計画の体系図 
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 基本目標Ⅰ 成年後見制度利用促進のための体制整備 

◎ 成年後見制度の利用が必要な人が制度を適切に利用できるよう、相談

窓口を整備するとともに、制度の利用が必要な人を発見し、適切な支援

につなげる地域連携の仕組みを整備します。 

◎ 本人の自己決定権を尊重し、身上保護を重視した成年後見制度の運用

をするため、本人の状況に応じた日常的な見守り、本人の意思や状況を

把握して必要な対応を行う体制を構築します。 

施策１ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの体制整備 

①権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

👉 地域において、権利擁護に関する支援の必要な人（財産管理や必要

なサービスの利用手続を自ら行うことが困難な状態であるにもかかわ

らず必要な支援を受けられていない人、虐待を受けている人など）の

発見に努め、速やかに必要な支援に結び付けます。 

②早期の段階からの相談・対応体制の整備 

👉 早期の段階から、任意後見や保佐・補助類型といった選択肢を含め、

成年後見制度の利用について住民が身近な地域で相談できるよう、窓

第２章 基本目標の実現に向けた取り組みについて 
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口等の体制を整備します。 

③意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援

体制の構築 

👉 成年後見制度を、本人らしい生活を守るための制度として利用でき

るよう、本人の意思、心身の状態及び生活の状況等を踏まえた運用を可

能とする地域の支援体制を構築します。 

施策２ 地域連携ネットワークへの参加 

①本人を後見人とともに支えるチームづくり 

👉 権利擁護支援が必要な人について、本人の状況に応じ、後見等開始前

においては本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者が、後見等開

始後はこれに後見人が加わる形でチームとしてかかわる体制づくりを

進めます。 

👉 法的な権限を持つ後見人と地域の関係者等が協力して日常的に本人

を見守り、本人の意思や状況をできる限り継続的に把握し対応します。 

②羽島市成年後見制度利用促進委員会の設置 

👉 成年後見制度に関する専門相談への対応や、後見等の運用方針等に

ついての家庭裁判所との情報交換・調整等に適切に対応するため、チ

ームでの対応に加え、羽島市成年後見制度利用促進委員会を設置し、
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法律・福祉の専門職団体や関係機関がチームを支援する体制を構築し

ます。 

👉 羽島市成年後見制度利用促進委員会では、個別の協力活動の実施、   

事例報告、多職種間での更なる連携強化策等の地域課題の検討・調整・

解決などを行います。 

施策３ 地域連携ネットワークの中核となる機関 

①羽島市成年後見支援センターの設置 

👉 地域連携ネットワークを整備し、羽島市成年後見制度利用促進委員

会等を適切に運営していくため、地域福祉に精通する団体と連携し、

中核機関となる羽島市成年後見支援センターを設置します。 

👉 中核機関は、法律・福祉等の専門職や関係機関との連携・対応強化の

推進役として、地域連携ネットワークを整備し、適切に運営する司令塔

の役割を担います。また、権利擁護支援の方針、本人にふさわしい成年

後見制度利用及びモニタリング・バックアップについての検討や専門的

判断を担保する進行管理を行います。 
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（出典：内閣府・厚生労働省資料） 

（羽島市成年後見制度利用促進委員会） 



17 

 

基本目標Ⅱ 成年後見制度の利用促進 

◎ 地域連携ネットワーク及び中核機関は、広報機能、相談機能、成年後見

制度利用促進機能、後見人支援機能を担い、既存の地域包括ケアシステ

ムや地域福祉のネットワーク、専門職団体等の社会資源を活用して、4

つの機能を段階的に整備します。また、不正防止効果にも配慮していき

ます。 

◎ 地域連携ネットワークの関係団体と中核機関は、役割分担を調整し効

果的な成年後見制度の利用促進に努めます。 

施策１ 地域連携ネットワーク及び中核機関が担う機能の整備 

①広報機能 

👉 地域連携ネットワークに参加する司法、行政、福祉、医療、地域等の 

関係者は、成年後見制度が本人の生活を守り権利を擁護する重要な手

段であることの認識を共有し、利用する本人への啓発活動とともに、

声を挙げることができない人を発見し支援につなげることの重要性や、

制度の活用が有効なケース等を具体的に周知啓発していくよう努めま

す。 

👉 地域における広報活動推進のため、各団体・機関（弁護士会、司法書

士会、社会福祉士会、市役所窓口、福祉事業者、医療機関、金融機関、
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民生委員、自治会等）と連携しながら、パンフレット作成・配布、研修

会・セミナー企画等の広報活動に努めます。 

②相談機能 

👉 成年後見制度の利用に関する相談窓口を設け、適切な制度の利用を

支援します。相談時には、後見類型だけでなく、保佐・補助類型の利

用も考慮します。また、各団体・機関等の関係者からの相談に応じ、

情報を集約するとともに、後見等ニーズの精査、見守り体制の調整を

行います。 

③成年後見制度利用促進機能 

👉 後見人候補の推薦に当たっては、原則としてアセスメント会議によ

り成年後見制度利用の要否を判断し、成年後見制度の利用が必要な場

合は、受任者調整会議により適切な成年後見人を選定します。 

👉 成年後見制度の利用が必要な人の状況に応じて、的確な成年後見人

の推薦ができるよう、日頃から専門職団体（弁護士会、司法書士会、社

会福祉士会等）や家庭裁判所との連絡体制を整えます。 

👉 成年後見制度の利用ニーズの増加に備えて、市民後見人を育成する

ための研修を実施します。 

👉 後見人の受任者調整を円滑に行うため、透明性の確保を前提に継続
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性や専門性の観点から法人後見の活用を検討し、担い手の把握に努め

ます。 

👉 日常生活自立支援事業の利用者のうち、保佐・補助類型の利用や後

見類型への転換が望ましいケースについては、成年後見制度への円滑

な移行を進めます。 

④後見人支援機能 

👉 親族後見人や市民後見人等の日常的な相談に応じるとともに、チー

ムによる日常的な本人の見守りにより、状況を継続的に把握する体制

をつくります。また、専門的知見が必要なケースに備え専門職団体の協

力を得られる仕組みをつくります。 

👉 家庭裁判所と情報を共有し、後見人による事務が本人の意思を尊重

し、その身上に配慮して行われるよう、後見人を支援します。特に、本

人の福祉・生活の質の向上の観点から、本人と後見人との関係がうまく

いかなくなっている場合や他の支援体制への切替えが望ましいと考え

られる場合等において、本人の権利擁護を図るために、後見人の交代等

に迅速・柔軟に対応できるよう、家庭裁判所との連絡調整を行います。 

施策２ 不正の防止と安心して利用できる環境整備 

①不正防止効果 
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👉 成年後見制度の不正事案の多くは、親族後見人等の理解不足・知識不 

足から生じると考えられるため、地域連携ネットワークやチームでの

見守り体制の整備により、親族後見人等が孤立することなく、日常的に

相談等を受けられる体制を整備することで不正の未然防止を図ります。 

 

基本目標Ⅲ 専門職団体等との連携 

◎ 地域連携ネットワークの発展に向けては、成年後見制度の運用に関わ

る官民の各団体・機関や地域の関係団体の協力が不可欠です。日頃か

ら、顔の見える関係をつくり、多様な職種や団体が参加できる地域のプ

ラットフォームの構築に努めます。 

施策１ 官公庁との連携 

①国との連携 

👉 国の施策や成年後見制度の先進的な取組例等の情報の把握に努め、

制度の利用促進を図ります。 

②家庭裁判所との連携 

👉 後見人候補者の的確な推薦や後見人への支援を行うことができるよ 

う、日頃から管内の家庭裁判所との連携体制を整えます。連携にあた

っては、本市の課題についても情報共有や意見交換を行うことで、成



21 

 

年後見制度の適切な利用のための改善に役立てます。 

③県との連携 

👉 関係会議や研修会に参加することで、県内の地域連携ネットワーク

及び中核機関の整備状況や取り組み内容に関する情報共有に努め、制

度の利用が必要な人が身近に制度を利用できる体制の実現を目指しま

す。 

施策２ 各団体・機関等との連携 

①専門職団体との連携 

👉 複雑困難な事案や財産管理、本人と後見人の利害対立のある事案で

は、弁護士会や司法書士会等の法律関係団体の関与が、また、本人の

意思決定支援や身上保護には社会福祉士会等の福祉関係団体の関与が

不可欠なことから、地域連携ネットワークへの参加を働きかけます。 

👉 専門職団体の関与により、本人や後見人への適切な支援とともに、

地域連携ネットワーク全体の知識の向上を目指します。 

②地域の関係団体との連携 

👉 成年後見制度の利用が必要な人が制度を適切に利用するためには、

福祉事業者、医療機関、金融機関、民生委員、自治会等の地域や個人

の実情を知る団体との連携が大切であることから、パンフレットや研
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修会を通じて制度の周知と協力を求めるとともに、ケースに応じて本

人の支援に必要な団体等の参加を働きかけます。 

③既存事業との連携 

👉 本市では、高齢者や障がい者の総合的な相談窓口として、地域包括支

援センター及び基幹相談支援センターを設置しています。また、消費

生活相談窓口では、契約や多重債務等の相談に応じています。こうし

た窓口との情報交換により横の連携を強化することで、ケースに応じ

た迅速な成年後見制度の利用につなげます。 

👉 羽島市成年後見制度利用支援事業を継続し、申立や成年後見人等の

業務に対する費用を助成します。 
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計画の進捗管理 

 

本計画を実行性のあるものとするため、ＰＤＣＡサイクルに沿って目標の達成状況を定

期的に検証し、継続的に改善を図ります。 

 

 

  

羽島市成年後見制度

利用促進基本計画 



24 

 

参考資料 

   〇羽島市成年後見制度等利用支援事業実施要綱 

令和３年３月３１日 

告示第８７号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神

障がい者（以下｢要支援者｣という。）が民法（明治２９年法律第８９号。以下

「法」という。）に規定する成年後見制度等を利用するに当たり、必要となる費

用の負担が困難である場合に、その費用の全部又は一部を助成する羽島市成年後

見制度利用支援事業について、羽島市補助金交付規則（昭和４４年羽島市規則第

８号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  
（助成の対象者）  

第２条 助成を受けることができる者（以下｢対象者｣という。）は、次の各号のい

ずれの要件も満たすものとする。  
⑴ 要支援者が、市内に住所を有する者であること。  
⑵ 対象者が、法第８条に規定する成年後見人、法第１２条に規定する保佐人

若しくは法第１６条に規定する補助人（以下「成年後見人等」という。）のい

ずれかである、又はその審判を受ける見込みであること。  
⑶ 要支援者が、次のいずれかに該当すること。  

ア 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。  
イ 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で

あるとき。  
２ 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が成年被後見人、被保佐人又は被補助

人の配偶者及び４親等以内の親族である場合は、助成の対象としないこととす

る。 
（助成対象費用）  

第３条 助成対象費用は、成年後見等開始審判の申立てに係る収入印紙代、登記印

紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料その他申立てに必要な費用（以下「申立て

に要する費用」という。）及び成年後見人等の業務に対する報酬（以下「成年後

見人等に対する費用」という。）とする。  
２ 前項の成年後見人等に対する費用に係る助成は、家庭裁判所が決める金額の範

囲内とし、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円を上限とする。  
（申請）  

第４条 前条第１項に規定する費用の助成を受けようとする者（以下「申請者」と
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いう。）は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書（別記第１号様式）に

必要な書類等を添えて市長に提出しなければならない。  
２ 前項の場合において、弁護士その他の代理人又は成年後見人等は、対象者に代

り申請することができる。  
３ 第１項に規定する必要な書類等は、次に掲げるとおりとする  

⑴ 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入状況が確認できる書類  
⑵ 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費が確認できる書類  
⑶ 財産目録の写しその他の資産状況が確認できる書類  
⑷ 成年後見人等に対する報酬の助成を受けようとする場合は、報酬付与の審

判の決定通知書の写し  
⑸ 弁護士その他の代理人又は成年後見人等が申請する場合は、それを証する

書類又は登記事項証明書  
⑹ その他市長が必要と認める書類  
（助成金の決定等）  

第５条 市長は、前条第１項に規定する申請があったときは速やかにこれを審査

し、助成金支給の可否を決定しなければならない。  
２ 市長は、前項の決定をしたときは、成年後見制度利用支援事業助成金支給決定

（却下）通知書（別記第２号様式）により、申請者に通知するものとする。  
（助成金の請求）  

第６条 前条の規定による助成金の支給決定を受けた者（以下｢利用者｣という。）

は、成年後見制度利用支援事業助成金請求書（別記第３号様式）により、助成金

の支給を市長に請求するものとする。  
（助成金の支払）  

第７条 市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、利用者が指定した

対象者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。  
（成年後見人等の報告義務）  

第８条 利用者は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、成年

後見制度利用支援事業変更届出書（別記第４号様式）により速やかに市長に報告

しなければならない。  
（助成の中止等）  

第９条 市長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成

の事由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止又

は助成の金額を増減するものとする。  
（助成金の返還）  

第１０条 市長は、利用者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受

けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。  
（その他）  
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第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。  
   附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 
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○羽島市成年後見制度における市長申立てに関する要綱 

平成２１年４月１日 

施行 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神

障がい者（以下「要支援者」という。）の生活の自立の援助及び福祉の増進のた

めに、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、民法

（明治２９年法律第８９号）で定める成年後見、保佐及び補助（以下「成年後見

等」という。）開始審判の申立てを市長が行うことについて必要な事項を定める

ものとする。 

（審判申立ての判定基準） 

第２条 市長は、要支援者の成年後見等開始審判の申立て（以下「審判申立て」と

いう。）を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して行うも

のとする。 

(１) 要支援者の事理を弁識する能力 

(２) 要支援者の生活状況及び健康状態 

(３) 要支援者の２親等内の親族（以下「親族」という。）の存否及び当該親族

があるときは、その者が審判申立てを行う意思の有無 

(４) その他要支援者の福祉の増進を図るために必要な事情 

（市長への要請） 

第３条 次に掲げる者は、要支援者が成年後見人、保佐人又は補助人（以下「成年

後見人等」という。）を必要とする状況にあると判断したときは、審判申立てを

市長に要請することができる。 

(１) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条に規定する事業に従事する

者及び同法第１５条に規定する所員 

(２) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条に規定する事業に従事する

者及び同法第１１５条の３９第１項に規定する地域包括支援センターの職員 

(３) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院及び診療

所の職員 

(４) 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条に規定する保健所の職員 

(５) 民生委員児童委員 

(６) その他要支援者の日常生活のために有益な援助をしている者 

２ 前項の要請をしようとする者は、成年後見等開始審判の市長申立て要請書（別

記第１号様式。以下「要請書」という。）を市長に提出するものとする。 

（審判申立ての要否決定） 
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第４条 市長は、要請書の提出があったときは、要支援者面談等を行い、第２条の

判定基準に基づき、審判申立ての要否を決定するものとする。 

２ 前項の決定をしたときは、成年後見等開始審判の市長申立ての要請に係る回答

書（別記第２号様式）により、当該要請をした者に回答するものとする。 

（審判申立ての種類） 

第５条 市長が行う審判申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 民法第７条に規定する後見開始の審判 

(２) 民法第１１条に規定する保佐開始の審判 

(３) 民法第１３条第２項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判 

(４) 民法第８７６条の４第１項に規定する保佐人に代理権を付与する審判 

(５) 民法第１５条第１項に規定する補助開始の審判 

(６) 民法第１７条第１項に規定する補助人に同意権を付与する審判 

(７) 民法第８７６条の９第１項に規定する補助人に代理権を付与する審判 

（審判申立ての手続） 

第６条 市長が行う審判申立てに係る申立書、添付書類、予納すべき費用等は、家

庭裁判所の定めるところによる。 

（審判申立てに係る費用） 

第７条 市長は、審判申立てを行うときは、申立手数料、登記手数料、鑑定費用そ

の他の審判申立てに要する費用について負担するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する費用について、要支援者本人又はその関係者が当該費

用を負担すべきであると判断したときは、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の申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。 

３ 市長は、前項の家庭裁判所の命令があったときは、当該命令に定める額の範囲

内で当該要支援者本人又はその関係者に審判申立てに要した費用の全部又は一部

を求償するものとする。 

４ 前項に規定する求償は、成年後見等開始審判の申立費用請求書（別記第３号様

式）により行うものとする。 

５ 市長は、要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該費用を求償し

ないものとする。 

(１) 活用できる資産、貯蓄等がないため、審判申立てに要する費用について支

援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 

(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であ

るとき 

（親族への援助） 

第８条 市長は、第２条に規定する総合的考慮を行うに当たっては、成年後見等開

始審判の趣旨、審判申立ての費用等について十分説明を行うものとし、要支援者
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の親族が審判申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応

じて親族が行う審判申立ての手続等の援助を行うことができる。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
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○羽島市成年後見制度利用促進委員会設置要綱 

令和２年７月１５日 

告示第１６１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、羽島市附属機関設置条例（平成２６年羽島市条例第２号）第２

条の規定に基づき、羽島市成年後見制度利用促進委員会（以下「委員会」とい

う。）の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(１) 中核機関の設立に関すること。 

(２) 成年後見制度の利用の促進に係る基本計画の策定に関すること。 

(３) その他成年後見制度に関し、市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 弁護士 

(２) 司法書士 

(３) 社会福祉士 

(４) 高齢者及び障がい者等に係る相談支援機関の職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、令和４年３月３１日までとする。 

２ 市長は、委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委

員の委嘱後の最初の委員会は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を

聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならな
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い。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健幸福祉部福祉課が行う。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年７月１５日から施行する。 
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