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合志市成年後見制度利用促進計画 

背景等について 

計画策定の背景及び目的 

成年後見制度は、認知症や知的障がいなどの精神上の障がいにより判断能力が十分

でない人の権利を守り、財産管理や生活・療養に必要な手続きなどを支援して本人を保

護するものであり、本人が安心して地域で生活するうえで重要な手段の一つです。 

本市では、成年後見制度の利用者数は増加傾向にあるものの、認知機能の低下がみら

れる高齢者数や療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者数に比べると、まだまだ少

ない状況にあります。 

特に、認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加が見込まれる中、成年後見制度の利用

の必要性は高まってくるものと考えられ、権利擁護の支援を住民へつなげることがで

きる地域の仕組みづくりが求められています。 

このような状況のもと国は、成年後見制度の利用促進を図ることを目的に、平成 28

年５月「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）」を施行し、

市町村は、国が定める「成年後見制度利用促進基本計画」を勘案し、同法第 14条にお

いて「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

努めること」と規定しています。 

そこで、本市においては、本章を「合志市成年後見制度利用促進計画」と位置付け、

高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で尊厳を持って生活ができるよう、本市の成年後

見制度の利用促進に向けた基本的な方向性とその取り組みを明記し、総合的かつ計画

的に推進することとします。 
 

 

計画期間 

計画期間は、令和３年度から令和４年度までの２年間とします。 

令和４年度に本計画の進捗確認及び課題抽出を行い、次期合志市地域福祉計画（令和

５年～令和９年度）に反映させます。 

 
令和元年度 

（2019） 

令和2年度 

（2020） 

令和3年度 

（2021） 

令和4年度 

（2022） 

令和5年度 

（2023） 

令和6年度 

（2024） 

令和7年度 

（2025） 

令和8年度 

（2026） 

令和9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

          

         
 

 

          

  

(国)成年後見制度利用促進 

基本計画 

（平成 29 年度～令和３年度） 

合志市成年後見制度 

利用促進計画 

(令和３年度～令和４年度) 

（市）第３期地域福祉計画 

（平成 28 年度～令和 4 年度） 

（市）第４期地域福祉計画 

（令和 5 年度～令和 9 年度） 

進捗確認 

組込 
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現状と課題 

本市における状況 

本市の令和２年における総人口は 62,925人で、そのうち 65歳以上の高齢者は 14,813

人、高齢化率は 23.5％です。成年後見制度の利用に関連する認知症高齢者は、平成 27

年の 2,089 人から令和 22 年には、3,765 人まで上昇すると予測されています。また令

和２年３月末時点の療育手帳所持者は 600 人、精神障害者保健福祉手帳所持者が 486

人で、ともに市の総人口に対する割合は上昇傾向にあります。 

 

 

本市の成年後見制度を取り巻く状況 

成年後見制度の類型別利用者数（合志市に住居を有している被後見人等） 

 （単位：人） 

時期 利用者数 （後見） (保佐) (補助) (任意後見) 

令和2年6月30日時点 191 172 4 4 0 

※ 熊本家庭裁判所後見センター提供情報 

 

成年後見制度の年齢別利用者数（合志市に住居を有している被後見人等） 

 （単位：人） 
時期 20～39歳 40～59歳 60～79歳 80歳以上 

令和2年6月30日時点 34 97 33 27 

※ 熊本家庭裁判所後見センター提供情報 

 

後見人等の受任者の属性内訳者数（合志市に住居を有している被後見人等） 

（単位：人） 
時期 親族 弁護士 司法書士 社会福祉士 社会福祉協議会 

令和2年6月30日時点 151 23 40 20 1 

※ 熊本家庭裁判所後見センター提供情報 

 

専門職団体の後見人等候補者登録団体（熊本家庭裁判所） 

熊本県弁護士会 
公益社団法人成年後見センター・リーガルサ
ポート熊本支部 

一般社団法人熊本県社会福祉士会（ぱあとなあ
熊本） 

公益社団法人日本精神保健福祉士会 

南九州税理士会 一般社団法人社労士成年後見センター熊本 

社会福祉協議会（法人適格を認められたものに
限る） 

 

 

市長申立件数 
        平成29年度 

（2017） 
平成30年度 
（2018） 

令和元年度 
（2019） 

申立件数(件) 1 0 1 

※申立件数は、家庭裁判所に申立てを行った各年度の件数で申立て中に死亡や却下

されたケースも含まれます。 
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成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、利用申立てに必要な経費や成年後見人

などへの報酬などの費用負担が難しく、成年後見制度の利用が困難と市が認めた人に

対し、その費用の全部または一部を市が助成する事業です。（成年後見人などへの報

酬助成の実績なし） 

 

合志市社会福祉協議会 法人後見事業 

平成 31年度から、社会福祉協議会が地域における権利擁護として「法人後見事業」

に取り組み、運用を開始しています。（令和２年６月末時点で１件受任） 
 

合志市社会福祉協議会 地域福祉権利擁護事業 

判断能力が十分でない人を対象に、利用者との契約に基づき、地域で安心して自立

した生活が送れるように、福祉サービス利用援助を中心として、日常的な金銭管理サ

ービス、重要書類の預かりなどの支援を行う事業です。利用者は年々増加傾向にあり

（平成 31 年度 14 件）、中には成年後見制度の利用が適切と判断され、成年後見申立

につながったケースがあります。 

 

 

成年後見制度の利用ニーズ 

以下のグラフは、「日常生活圏域ニーズ調査」に成年後見制度についての設問を設け

ており、その回答結果です。 

 

将来の不安 

将来の不安についての設問では、「身体的（病気など）について」が 36.5%と最も多

く、次いで「身の回りのことができなくなってきた」が 16.0%、「相続や遺言につい

て」が 10.1%の順となりました。 
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成年後見制度の周知 

「成年後見制度を知っていますか」の設問では、「はい」が 44.8%、「いいえ」が 44.5%

となっています。 

 
 

成年後見制度に関する相談窓口の周知 

「成年後見制度の相談窓口を知っていますか」の設問では、「いいえ」が 73.2%、

「はい」が 16.0%となっています。 

 
 

成年後見制度の利用意向 

「成年後見制度を利用したいと思いますか」の設問では、「まだ必要ないので、利

用したいと思わない」が 62.4%と最も多く、次いで「まだ必要ないが、利用したい（話

を聞いてみたい）」が 11.0%、「不安を感じることはあるが、利用したいとは思わない」

が 10.5%の順となっています。 
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本市における成年後見制度にかかる課題 

全国的な傾向や本市の現状・アンケート調査による状況などを踏まえ、以下のとおり

課題を整理しました。 

 

成年後見制度の正しい理解を広める必要性 

認知症高齢者数や精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の所持者数に対して、市内の

成年後見制度の利用率はかなり低い状況にあります。今後は、制度内容や利用手順な

ど、市民の成年後見制度への理解を進めていくために、周知・啓発を行っていく必要

があります。 

 

利用しやすい環境づくりの必要性 

市民に身近な相談機関である市役所や社会福祉協議会では、成年後見制度について

の説明や相談対応を行うことができますが、より専門的な知識が必要とされる申立て

書類の作成や必要書類の収集などには相当の負担があることから、専門の相談窓口を

設置する必要があります。 

 

人材確保・育成の必要性 

今後、高齢者の増加に合わせて成年後見人などの需要が高まることが見込まれる一

方、専門職だけで需要に応えることは難しいと予想されており、相談体制の充実に向

けて、各種団体との連携と継続的な担い手の育成など、人材確保・育成の必要性が求

められています。 
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基本理念・基本施策 

基本理念と目指す社会 

 
※ 本計画は上位計画である第３期合志市地域福祉計画と一体的に取り組むため、

「基本理念」及び「目指す社会」を第３期合志市地域福祉計画と同一にします。 

 

施策の体系（計画の基本方針とその取り組み） 

 
  

【基本理念】（第３期合志市地域福祉計画） 

市民みんなでまるごと地域共生社会 

【目指す社会】 

誰もが安心して暮らしていくことができる地域社会 

（基本方針１） 

制度に対する関心を高め、制度の理解と利用しやすい意識づくり 

１ 制度の周知・啓発 

２ 相談窓口の設置・相談機能の強化 

３ 制度の適正な運用と利用支援 

 

（基本方針２） 

関係機関が連携し、早期に発見し適切な支援につなげる仕組みづくり 

１ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築 

２ 中核機関の設置と運営 
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具体的取組 

 
 

制度の周知・啓発 

各専門職団体や関係機関と連携して、成年後見制度の仕組みや活用方法、相談窓口な

どを周知啓発するため、ポスター、パンフレットなどの作成・配布、講演会や地域での

出前講座などによる市民への広報啓発活動に取り組みます。 

また、介護サービス関係者、相談支援専門員、民生委員、金融機関職員などは、早期

発見・支援につなげるための役割が期待されます。関係者に制度の理解を深めてもら

い、制度の利用が必要と見込まれる人を発見した場合には、相談窓口を紹介するなど相

談機関へのパイプ役として活躍できるよう、関係者への啓発講座の開催などに取り組

み、市民生活における制度の定着を推進します。 

 

相談窓口の設置・相談機能の強化 

高齢者を支援する地域包括支援センターや、障がい者を支援する福祉課において、引

き続き成年後見制度に関する相談対応を行うほか、より専門的な対応が行えるように、

専門職と連携し相談窓口の開設に取り組みます。すでに関係機関が関わっているケー

スについては、必要に応じて専門職を交えた「地域ケア会議」を開催し、助言を得て成

年後見制度利用の可否や、支援方針の検討を行うなど、相談支援体制を強化していきま

す。 

 

制度の適正な運用と利用支援 

成年後見制度利用支援事業 

親族などによる後見開始の審判の請求が期待できない高齢者や障がい者について

は、老人福祉法第 32 条、知的障害者福祉法第 28条、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に基づき、市長が法定後見等開始の申立を行います。市

長による申立を行う人のうち、申立経費や後見人などの報酬を負担することが困難な

人については助成を行います。市長申立以外における報酬助成の対象拡大について検

討します。 

 

地域福祉権利擁護事業から成年後見制度への移行支援 

社会福祉協議会が実施している地域福祉権利擁護事業利用者の判断能力が著しく

低下した場合には、本人にふさわしい援助を行うために、関係機関と連携し成年後見

制度の利用へ円滑に移行できるように支援します。 

  

（基本方針１） 

制度に対する関心を高め、制度の理解と利用しやすい意識づくり 
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権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築 

判断能力が不十分な人を発見して早期の段階から相談対応を行い、本人の意思を丁

寧にくみ取った権利擁護支援につなげるために、法律・医療・福祉の専門職団体、相談

支援機関、地域関係団体、金融機関、社会福祉協議会、市などが情報や知識を提供・共

有し連携するネットワークを構築します。 

 

地域連携ネットワークの役割 

・権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

・早期の段階からの相談・対応体制の整備 

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

 

地域連携ネットワークの段階的な整備 

① 本人を後見人とともに支える「チーム」による対応  

地域全体の見守り体制の中で、権利擁護支援が必要な人へのアウトリーチを図り、

必要な支援へ結びつける機能を強化します。 

本市では、権利擁護支援が必要な高齢者や障がい者を支援するために、地域の関

係者により必要に応じて開催されている地域ケア会議などのメンバーをチームと

位置づけ、権利擁護支援を行います。 

 

② 協議会等の体制づくり  

個々のケースに対応する「チーム」での対応に加え、法律・福祉の専門職団体や

関係機関と連携し、チームを支援する体制を構築します。 

このため、各種専門職団体・関係機関の協力・連携強化を協議する協議会を設置

し、個別の協力活動の実施や、多職種間での連携強化などの地域課題について検討・

調整・解決を図ります。 

  

（基本方針２） 

関係機関が連携し、早期に発見し適切な支援につなげる仕組みづくり 
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中核機関の設置と運営 

地域連携ネットワークを整備し、適切に運営していくためには、中核機関の設置が必

要です。中核機関は、専門職による専門的助言や支援の確保、協議会の事務局など、地

域における連携・対応強化の推進役としての役割を担います。 

 

設置の区域 

中核機関の設置の区域は、住民に身近な地域である市の区域とします。ただし、中

核機関が担う機能によっては、複数の市町にまたがる区域で設置するなどの柔軟な実

施体制を検討します。 

 

設置の主体 

設置の主体については、中核機関が担う権利擁護に関する支援の業務が、市の有す

る個人情報をもとに行われることや、行政や地域の幅広い関係者との連携及び調整を

必要とすることから、市が実施します。 

 

運営の主体 

中核機関が担う機能について適切な運営が可能となるよう、市による直営及び市の

委託により行うことを検討します。市が委託する場合の中核機関の運営主体について

は、業務の中立性・公平性の確保に留意しつつ、専門的業務に継続的に対応する能力

を有する法人を市が適切に選定します。また、市の判断により、地域における取組実

績を踏まえ、1つの機関ではなく、複数の機関に役割を分担して委託などを行うこと

も検討します。 

 

中核機関が担う機能と業務 

① 広報機能 

〇講演会、研修会、出前講座の実施 

〇ホームページ作成・リーフレット配布 

〇市民、医療機関、介護支援事業所、金融機関などに相談窓口を周知 

 

② 相談機能 

〇申立てや利用に関する相談支援 

〇専門職が行う専門相談 

 

③ 成年後見制度利用促進機能 

〇成年後見人等候補者の調整を行う協議会の設置 

〇親族後見人候補者などへの助言、関係機関の紹介、継続的な支援体制の調整 

〇市民後見人養成研修の開催 

 

④ 後見人支援機能 

〇専門職以外の成年後見人等や任意後見受任者の状況把握と意見交換会の開催 

〇地域ケア会議の開催などによるチーム支援 

※③、④の取り組みについては、関係機関と協議を行いながら、中核機関設置後、

段階的に機能の充実を検討します。 
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