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○認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障があ
る人たち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
会の実現に資するものですが、成年後見制度はこれらの人たち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ません。
○こうした状況を踏まえ、成年後見制度の利用の促進に関する法律（以降、成年後見制度利用促
進法）が平成28年4月15日に公布され、同年5月13日に施行されました。成年後見制度の利用
の促進には、市町村の取組が不可欠であることから、同法律において、市町村の講ずる措置
等が規定されており（第14条市町村の講ずる措置）、市町村は、国が定める成年後見制度利
用促進基本計画（以降、「国基本計画」）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市町村計画を定めるよう努めるとされま
した。
○平成29年3月24日に閣議決定された国基本計画では、市町村に対し、地域連携ネットワーク・
中核機関に期待される機能の段階的・計画的整備に向け、市町村計画を定めるよう努めるこ
とを求めています。本手引きは、各市町村で成年後見制度利用促進基本計画を策定する際の
参考としていただくことを目的として作成しています。
○計画策定にしっかりとした時間や人員をとることが困難な状況にある市町村が、最短ルートで
計画を策定するイメージをつかむには、まず、本手引きの第１部「1」、「2」を参照してく
ださい。
○計画策定のプロセスに関係機関や地域住民が加わり、共通認識を形成しながら計画を立案する
ことは、計画を実行する上で必要となる地域連携ネットワークを構築していくことにつながり
ます。丁寧なプロセスを経て実効性ある計画を作り込むヒントを提供するため、第1部「3」で
は、具体的な実践方法について紹介しています。
○現在、国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え
て、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分
野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに
創っていく「地域共生社会の実現」を目指しています。たとえ判断能力が不十分で、自らに
とって必要なことを主張したり、一人で選択・決定することが難しい状態になっても、地域
社会に参画しその人らしい生活を継続できるよう、成年後見制度の適切な利用を含む地域の
権利擁護支援の在り方を総合的に考え、住民を必要な権利擁護の支援に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。
○成年後見制度の利用を必要とする人は判断能力が不十分な状態にあり、自ら「成年後見制度の
申立てをしてほしい」と発信することは基本的に困難です。そのような状況におかれている

人は人権侵害に遭いやすく、自ら必要な介護・福祉サービスを適切に選択・決定することも
難しい状況におかれています。また、判断能力が不十分な人の生活を支える介護・福祉サー
ビス事業者側からみても、そうした方々とのスムーズな契約や安定したサービス提供が難し
く、当然に保障されるべき地域社会での生活の継続が、結果的に困難になる事態も生じてい
ます。
○判断能力が十分でなく、一人では契約・選択（意思決定）が困難になった住民が引き続き地域
社会で生活し続けられるよう、老人福祉法等は、成年後見制度の市町村長申立てや、当該申
立てをスムーズに行うための取組を市町村の福祉行政に求めています。しかし、住民の権利
擁護支援の必要性は、窓口で待っているだけでは気づくことができません。地域と連携し、
早期にその必要性に気づく対応が重要です。また、権利擁護支援には、見守りや日常生活自
立支援事業の利用を含む様々な方策があり、地域福祉の観点から、もっとも当事者に適した
方法を取ることが重要です。
○行政だけでなく地域住民、地域の関係者・関係機関が参画し、表面化しづらい権利擁護支援の
必要性をどのように早期に把握し、どのように適切に支えていくのか、「権利擁護支援の地
域連携ネットワークの構築」こそが、国基本計画の求めているものといえます。そして、こ
のネットワークは、すでに取り組まれてきた「地域包括ケア」や「地域自立支援協議会」等
の権利擁護や地域連携における福祉の取組に「司法」分野を追加し、家庭裁判所との連携を
確保することで構築が可能です。
○成年後見制度利用促進の取組を通して明らかになった権利擁護支援に関する地域生活課題につ
いて、関係機関や地域住民とともに協議会で検討し、包括的な支援体制を構築していくプロセ
スは、誰もがその人らしく生活をし続けることができる地域づくりの実現を目指す取組そのも
のといえます。全国どの地域に住んでいても、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築や
成年後見制度利用促進が、地域共生社会実現の重要な一手段として、また地域福祉行政の仕事
として市町村計画に位置づけられ、取組が推進されることを心より期待しています。
平成31（2019）年 3月
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本手引きの構成と使い方
○本手引きは、Ⅰ市町村編、Ⅱ都道府県編、Ⅲ資料編の 3 部で構成しています。
Ⅰ 市町村編
ポイント１：実際の市町村計画の例を掲載
・本手引きでは、策定形態や人口規模などを勘案し、４つの自治体の計画例を掲載し、ポイントを解説しています。
・まず、計画の内容や例を知りたいという方は、
「２」をご覧ください。

ポイント２：市町村計画を策定する上での参考プロセスを整理
・市町村計画策定の参考プロセスをまとめています。計画の実効性を高めたいという方は、
「３」をご覧ください。

ポイント３：市町村計画の見直しや次期計画の策定に向けたポイントを整理
・本手引きでは、計画を実行する段階での記録やデータの取り方、見直しの考え方についてまとめています。
市町村計画の見直しや次期計画の策定を視野に入れて計画を策定したい方は、
「３」
（９）
（10）をご覧ください。

Ⅱ 都道府県編
・成年後見制度利用促進法や国基本計画の中で書かれている都道府県に期待される市町村支援の内容を整理する
とともに、実際に都道府県が行っている市町村支援の事例を掲載しています。

Ⅲ 資料編
・審議会設置条例の例や協議会設置要綱の例など、基本計画策定にあたって参考となるような資料を掲載しています。
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Ⅰ

市町村編

（１）計画策定の法的根拠
成年後見制度利用促進法第 14 条第 1 項では、
「市町村の講ずる措置」として、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こととされています。
成年後見制度利用促進法 抜粋
（市町村の講ずる措置）
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、成年後見制度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。
さらに国基本計画 p.20 ～ 21 において、市町村計画に盛り込むことが望ましい内容が以下のよ
うに示されています。
国基本計画 p.20 ～ 21 抜粋
（４）制度の利用促進に向けて取り組むべきその他の事項
③市町村による成年後見制度利用促進基本計画（市町村計画）の策定
○促進法第２３条第１項（現在は第 14 条第 1 項）において、市町村は国の基本計画を勘
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（以下「市町村計画」という。
）を定めるよう努めるものとされている。
○市町村計画を定めるに当たっては、以下の点につき、具体的に盛り込むことが望ましい。
・上記（２）①の地域連携ネットワークの三つの役割を各地域において効果的に実現させ
る観点から、具体的な施策等を定めるものであること。
・上記（２）②のチームや協議会等といった地域連携ネットワークの基本的仕組みを具体
化させるものであること。
・上記（２）④、⑤及び⑥を踏まえ、地域連携ネットワーク及び中核機関の設置・運営、
並びにそれらの機能の段階的・計画的整備について定めるものであること。
・既存の地域福祉・地域包括ケア・司法のネットワークといった地域資源の活用や、地域
福祉計画など既存の施策との横断的・有機的連携に配慮した内容とすること。
・成年後見制度の利用に関する助成制度の在り方についても盛り込むこと。
※上記（２）①～⑥については、国基本計画 p.9 ～ 18 参照
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（２）市町村計画に盛り込むことが望ましい内容
国基本計画の「盛り込むことが望ましい内容」を要約すると、次のようにまとめることができ
ます。

市町村計画を定めるに当たって具体的に盛り込むことが望ましい内容
▶ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの以下の役割を実現させる体制整備の方針
・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中核機関の整備・運営方針
▶ 地域連携ネットワークおよび中核機関の４つの機能（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）の段階的・計画的整備方針
▶「チーム」
「協議会」の具体化の方針
※既存の地域福祉・地域包括ケア・司法とのネットワークといった地域資源の活用や、地
域福祉計画など既存の施策との横断的・有機的連携に配慮した内容とする
▶成年後見制度の利用に関する助成制度の在り方

ポイント！市町村計画に盛り込むことが望ましい内容の関係性
目的

誰もが住み慣れた地域で、地域の人々と支えあいながら、
尊厳をもってその人らしい生活を継続することができること

⬇

必要な人が、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権利擁

目標

護支援の地域連携ネットワークを構築

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利用の運用に
資する支援体制の構築

具体的な施策等の方針

⬇
✓中核機関の整備・運営の方針
✓権利擁護支援の地域連携ネットワークおよび中核機関の４つの機能の段階的・計画的な整備
・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
✓チーム・協議会の具体化の方針
✓助成制度のあり方
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①権利擁護支援の地域連携ネットワークとは
全国どの地域においても、必要な人が、本人らしい生活を守るための制度として成年後見制度
を利用できるよう、各地域における相談窓口を整備するとともに、権利擁護支援の必要な人を発
見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みです。
「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」という３つの役割
を念頭に、既存の保健・医療・福祉の連携（医療・福祉につながる仕組み）に司法も含めた連携
の仕組みを構築するものとされ、
「チーム」
「協議会」
「中核機関」を構成要素とします。
②チームとは
協力して日常的に本人を見

り、本人の意

や状況を継続的に把握し、必要な対応を行う仕組み

個別の課題に
応じて

メンバー例： 家族・親族、主治医、介護支援専門員、相談支援専門員、生活保護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉
士、入所先社会福祉施設、入院先医療機関、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、介護サ
ービス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、民生委員・近隣住民、ボランティア、金
融機関、市町村窓口、専門職、建築業者、旅行業者等、必要に応じて構成される。
後見等開始前

後見等開始後

本人に身近な親族や福祉・医療・地域の関係者

＋

後見人が加わる

後見等開始前においては、地域の中で、権利擁護支援が必要な人を発見し必要な支援へ結び付
ける（本人と社会との関係性を修復・回復させる）機能を果たします。後見等開始後においては、
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行うため、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する役割を果たします。
国基本計画では、必要に応じ、法律・福祉の専門職が専門的助言・相談対応等の支援に参画す
るとされ、できる限り既存の支援の枠組み（介護保険や障害福祉のサービス担当者会議等）を活
用して編成することとされています。
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（３）権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関と市町村計画

市町村計画策定の趣旨

③協議会とは
後見等開始の前後を問わ 、「チーム」に対し法 ・福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援
を行えるよう、各地域において、専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、各専門職団体や各
関係機関が自発的に協力する体制作りを進める合議体。中核機関が事務局機能を担う。
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国基本計画では、協議会の整備により以下のような内容を期待しています。
）以下のような地域課題の検討・調整・解決
・チーム（

に親族後見人等）への

・困難ケースに対
・多職

間での

切なバックアップ体制を整備すること

するため、ケース会議等を

切に開催する体制を整備すること

なる連携強化を進めること

２）成年後見制度を む地域の権利擁護に関することについての、家庭裁判所との情報交換・調整

協議会は、必ずしも一つの会議体である必要はありません。既存の支援の仕組み（地域ケア推
進会議、自立支援協議会、高齢者虐待防止ネットワーク連絡会、権利擁護センター運営委員会）
などを活用することができます。それぞれのネットワークの機能を拡充したり、複数の会議体を
活用したり、打ち合わせ等を行うことによって「期待される成果」を発揮することができます。
ただし、何らかの形で家庭裁判所の関与を求めることが重要です。
④中核機関とは
専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会の事務局など、地域連携ネットワークの
コーディネートを担う機関です。国基本計画では、地域の実情に応じて、市町村等が設置してい
る「成年後見支援センター」や「権利擁護センター」など既存の取組も活用しつつ、市町村が整
備し、その運営に責任を持つことが想定されています（市町村直営又は委託等）
。様々なケース
に対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専門職や幅広い関係者との信頼関係を維持発展
させ、円滑に協力を得るノウハウ等を段階的に蓄積しつつ、地域における連携・対応強化を継続
的に推進していく役割を担うことが求められています。
国基本計画では、中核機関自ら担うべき業務の範囲については、地域連携ネットワークの関係
団体と分担するなど、各地域の実情に応じて調整されるものとされており、一つの機関ですべて
の機能を満たさなければならないわけではありません。市町村計画では、この中核機関について
の整備、運営方針について記述することになります。
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パターン１

社会福祉協議会等へ委託した「成年後見支援センター」
「権利擁護センター」を中核機関とし
ている市町村や、委託先の「成年後見支援センター」
「権利擁護センター」と委託元の所管部署
の両方を合わせて中核機関と位置付けている市町村があります。

※資料編に、市と単独委託の成年後見支援センターの例として、愛知県豊田市に関する関連資料を掲載しています。
ご参照ください。

パターン２

地域包括支援センターの中に成年後見支援センター等を整備し、中核機関としている市町村が
あります。

※町の地域包括支援センターにおいた例として、新潟県阿賀町の計画を掲載しています。p.14 をご参照ください。
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ポイント！中核機関の整備パターンの例

市町村計画策定の趣旨

パターン 3

複数の市町村が共同して、社会福祉協議会やＮＰＯ団体に中核機関を整備しているパターンも
あります。
このような広域整備の場合、幹事市が委託している場合と、それぞれの市が委託している場合
があります。

※資料編に、広域整備 2 の例として、上伊那成年後見センターに関する関連資料を掲載しています。
ご参照ください。

パターン 4

※複数機関の機能分散の例として、香川県三豊市の計画を掲載しています。p.17 をご参照ください。

国基本計画は「地域において重層的な支援体制を構築していく観点」から、
「市町村単位の機
関に対しさらに広域的・専門的支援等を行う、都道府県単位や家庭裁判所（本庁・支部・出張所）
単位での専門支援機関の設置についても、積極的に検討すべき」としています。
このことから、受任調整会議や後見人支援機能については広域整備とし、広報・相談について
は市町村単位で機能させるといった選択をする市町村もあります。
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中核機関をおくための手続きは、明確に定められているものではありませんが、書面で記録を
残しておくと、組織として決定したということが明確になり、実効性を高めることができると考
えられます。
例えば、以下のような方法が考えられます。 ※ 1）、2）、3）の具体例は、巻末資料編を参照
１）協定書の締結
２）設置要綱
３）委託仕様書、委託契約書での明記
４）庁内内部決裁
５）市町村計画での記載

ポイント！広域整備の場合の計画策定の考え方

中核機関を広域整備とする場合でも、各自治体で市町村計画を策定します
中核機関を広域で整備することと、市町村計画を広域で策定することは、分けて考えま
す。中核機関を近隣の自治体と共同で広域で整備する場合でも、市町村計画はそれぞれの
自治体で策定します。
この場合、各市町村計画には、どの機関を中核機関とするかを記載したうえで、別途、中
核機関の事業計画等で具体的な取組方針を共有します。その事業計画等をもとに、各自治
体が連携して取り組むことになります。

A 市の計画

B 市の計画

C 市の計画

D 市の計画

○○成年後見

○○成年後見

○○成年後見

○○成年後見

支援センターを

支援センターを

支援センターを

支援センターを

中核機関とする

中核機関とする

中核機関とする

中核機関とする

○○成年後見支援センター
この計画を共同して取り組む

事業計画
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ポイント！中核機関をおくための手続き

市町村計画策定の趣旨

⑤４つの機能
国基本計画では、地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能として、以下が示
されています。市町村計画では、これらの機能の段階的・計画的な整備の方針を盛り込むことに
なります。
地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能
（国基本計画 p.11 ～ｐ .15）
①広報機能
②相談機能
③成年後見制度利用促進機能
（a）受任者調整（マッチング）等の支援
（b）担い手の育成・活動の促進
（市民後見人や法人貢献の担い手などの育成・支援）
（c）日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行
④後見人支援機能
⑤不正防止効果

なお、国基本計画は、優先して整備すべき機能として、相談機能、広報機能をあげています。
成年後見制度の特長や留意点をわかりやすく広報、説明すること、成年後見制度を含む権利擁護
支援の相談をどこが受けているのか、窓口を分かりやすく明示することが求められています。
地域連携ネットワークの
３つの役割

中核機関の４つの機能
（+ 副次的効果）

国基本計画
（p.３）
における
７つの場面

権利擁護支援の必要な人の
発見・支援

広報機能

場面①

制度の広報・周知

早期の段階からの相談・対
応体制の整備

相談機能

場面②
場面③

相談・発見
情報集約

成年後見制度利用促進機能

場面④
場面⑤

地域体制整備
後見等申立て

場面⑥

後見等開始後の
継続的支援

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

後見人支援機能
（不正防止効果）

場面⑦ 後見人等の不正防止

※中核機関の 4 つの機能を充実させることの副次的効果として、不正防止があります。
※各機能の具体例は p.57 ～を参照ください。

ポイント！

新しい「箱もの」整備ではなく、中核機関や権利擁護支援の地域連携ネッ
トワークの「機能」をどう整備し、充実させていくかという視点で市町村
計画を立てる。
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①効果的で着実な推進
市町村計画を策定することは、a「権利擁護支援の地域連携ネットワークについての目指すべ
き姿」を、庁内外に対して明らかにすることといえます。権利擁護支援については、各福祉法の
所管、権利擁護業務の所管、さらに地域住民、介護・福祉サービスの事業者、法律・福祉職など
の専門職団体等、関係者・関係機関は多岐にわたります。b 的確にニーズを把握し、計画の見直
し年度までに達成する具体的目標を設定することで、多岐にわたる施策の整合を図り、着実かつ
効果的に推進することができます。
※ニーズ整理については、p.37 を参照
【市町村計画の策定に取り組んでいる市町村職員の方のご意見（一部）
】
a. 目指すべき姿の明確化
・単独で市町村計画を策定しているため、計画の理念を「権利擁護支援の必要な人にとっ
ての意思決定支援の重視と、自発的意思が尊重される地域づくり」として、内容を権利
擁護に集約できた。また、中核機関の必要性を明確にすることで、既存のセンターの機
能強化を図ることができた。（一般市）
・地域福祉計画に盛り込んだことで地域福祉としての位置付けが明確となった。（町村）
b. ニーズの整理・把握
・先進地の中核機関の設置方法や運営状況を視察することで、自分の自治体との比較がで
き課題が明確化できた。（中核市）
・町内の成年後見制度の利用が必要な人数を把握できたことにより、緊急性のある課題であ
るということを認識することができた。また、関係機関等と権利擁護支援を必要としてい
る方の情報を共有することができ、その後の事業推進に活かすことができた。（町村）

②段階的整備の担保
国基本計画は、権利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機関の４つの機能（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）について「段階的整備・計画的」を求
めています。
計画策定という手法を用いることにより、計画の見直しの際に、次に整備する機能についての
具体的目標を設定することができます。一度にすべての機能を整備できなくとも、段階的な体制
整備を担保することができるため、市町村として、利用促進の取組に着手しやすくなります。
ポイント！

一度にすべての機能を整える必要はなく、段階的・計画的な整備で構いま
せん。
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市町村計画策定の趣旨

（４）計画策定の意義と効果

市町村計画策定の趣旨

③地域連携ネットワークの構築・強化
適切なプロセスを経て策定された市町村計画は、地域連携ネットワークの構築・強化の前提と
なるものです。a 庁内関係部署、b 地域住民、関係者・関係機関を巻き込んだ形で計画を策定
すると、c 目指すべき姿についての共通認識を形成することができ、体制整備における適切な役
割分担が可能となります。さらに結果として、c 関係機関等からの協力が得られやすくなるため
d 迅速な個別対応を行うことができるようになり、権利擁護支援を推進することができます。

【市町村計画の策定に取り組んでいる市町村職員の方のご意見（一部）
】
a. 地域連携ネットワークの構築・強化（庁内）
・自治体が行うべきことが明示されたことにより、成年後見制度に関して福祉部門（総務
課、高齢福祉課、障害福祉課）が連携する体制ができた。（政令市）
b. 地域連携ネットワークの構築・強化（庁外）
・今後、市町村計画策定に取り組んでいく予定だが、その前段として地域連携ネットワー
ク協議会の準備会を発足し、これまでつながりの薄かった司法関係者（家庭裁判所・弁
護士・司法書士）との関係を構築することができることはプラスになると感じる。（政
令市）
・今年度から「成年後見制度体制検討会」を開始。司法書士や社会福祉士、市内の高齢・
障害支援事業所、施設職員と成年後見制度についての課題や今後の施策についての意見
交換を行うことで、体制整備を進めるための基盤ができた。（一般市）
・幅広い年齢層の権利擁護を考えることで、各団体との横のつながりが一層強くなり、福
祉行政の強化を図ることができると考える。（町村）
c. 関係者の理解促進
・行政と社協が協働で取り組んでいく意識醸成を図ることができつつある。（一般市）
・ケアマネジャーや相談支援事業所、地域包括支援センター職員の権利擁護支援の意識づ
けがされた。（一般市）
・「高齢者」や「障害者」、「地域福祉」といった領域を超えて権利擁護の地域づくりを
検討する必要があるため、行政や専門職団体・事業所等も含めた多職種連携の意識が向
上している。（町村）
d. 権利擁護支援の推進・個別対応の迅速化
・計画策定を行ったことで、補助・保佐類型の申立てが促進された。（一般市）
・定期的に連絡会を開催していたため、市長申立ての際に成年後見の受任を依頼しやすく
なった。（一般市）
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市町村計画の策定にあたっては、以下の流れが想定されます。
これらは、必ずしも順番に進むものではなく、各市町村の実情に応じて、前後したりプロセスを
省略したりすることも考えられます。

□

担当課の決定

P.32 〜

Ⅰ

⬇

計画策定のための準備

□

スケジュールの決定

P.34 〜

⬇
□

現状の確認

P.36 〜

⬇
□

課題整理

P.40 〜

⬇
□

計画策定メンバーの決定

P.42 〜

□

市町村計画案の作成

P.44 〜

Ⅱ
計画策定

⬇
□

意見の聞き取りと反映

P.48 〜

⬇
□

計画の決定と公表

P.50 〜
＜市町村計画策定＞

Ⅲ
計画の実行と見直し

□

協議会への報告

P.51 〜

⬇
□

計画の見直し

P.56 〜
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市町村計画策定の趣旨

（５）計画策定の流れ

２．市町村計画のパターン
（１）市町村計画のパターン
計画策定方法は、
大きく分けて、
以下の２通りが想定されます（両方策定する場合もあります）
。
それぞれの策定方法についての特長と留意点は以下の通りです。
市町村計画の

成年後見制度利用促進基本計画として単体で策定

特長

地域福祉計画等の他の法定計画と一体的に策定

・権利擁護支援に特化した目標を立てる ・関連する分野、施策とのつながりを提
ことができる。
示することができる。
・具体的な施策目標、担当部署が明示し ・アンケート調査や評価・見直しを、他の
やすい。
法定計画と一体的に行うことができる。
・当該計画の検討に必要な策定メンバー
・計画策定委員会開催にかかる経費を縮減できる。
を選出しやすい。
・上位計画や他の計画に位置づけられて
いると、市町村の総合計画と連動させ
やすく、予算確保につながりやすい。

・計画の評価・見直し等、PDCAサイク ・策定メンバーに成年後見制度に関する
ルについて、その都度取り組む必要が
ある。

専門職団体等が入っていない場合、計
画に掲げている内容について、別途、
チェックしてもらう必要がある。

留意点

・具体的な内容を書き込みづらい場合
は、別途、事業計画やアクションプラ
ン等を立てることが必要となる。

本手引き p.2、p.13
本手引き p.2、p23
計画に
盛 り 込 む 阿 賀 町（p.14 ～）
、 三 豊 市（p.17 ～） 女 川 町（p.25 ～）
、 八 戸 市（p.26 ～）
べき事項
の例を参照
の例を参照

ポイント！

広域整備の場合の計画策定の考え方（再掲）

中核機関を広域整備とする場合、各自治体で市町村計画を策定します
中核機関を広域で整備することと、市町村計画を広域で策定することは、分けて考えます。
中核機関を近隣の自治体と共同で広域で整備する場合でも、市町村計画はそれぞれの自治体
で策定します。
この場合、各市町村計画には、どの機関を中核機関とするかを記載したうえで、別途、中
核機関の事業計画等で具体的な取組方針を共有します。その事業計画等をもとに、各自治体
が連携して取り組むことになります。
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（２）成年後見制度利用促進基本計画として単体で策定する場合
成年後見制度利用促進基本計画として単体で策定する場合、以下のような形で、
「市町村計画
に盛り込むことが望ましい事項」
（本手引き p.2 参照）を盛り込むことが考えられます。
成年後見制度利用促進基本計画を単体で策定する場合のイメージ
○○市 ( 区町村 ) 成年後見制度利用促進基本計画の策定の趣旨と

市町村計画の

１

位置づけ
２

現状と課題

（１）現状
※成年後見制度利用者数、高齢化率、要支援者数、障害者数、日常生活
自立支援事業利用者数、成年後見制度関連施策の実施状況（市町村長
申立て数、成年後見制度利用支援事業の実施状況と実績、広報啓発、

本手引き
p.36 参照

市民後見人育成・選任状況、法人後見育成・活用状況）などを用いて
現状を示すことができます。
※成年後見制度利用ニーズ調査や、成年後見制度の認知度や意識調査等の
アンケート調査を実施している場合には、それらを提示することで、施
策に取り組む必要性を明示することができます。
（２）課題
※権利擁護支援の実務を担当している所管、関係者・関係機関とも協議
しつつ、今回の計画で解決する課題を書きます。

３

本手引き
p.40 参照

今後の取組

（１）本計画における取組目標（段階的に整備するものはその旨記載）
※権利擁護支援ネットワークの３つの役割の中で、本計画がもっとも重点
的に充実させる目標を示す方法も考えられます。目標を定めておくこと
で、協議会における建設的な検討や合議を進めることができます。
（２）中核機関、チーム、協議会等についての体制整備の方針について

事項ごとに、取組目
標と実現するための
具体的方法を合わせ
て、それぞれを書く
方法もあります。

（３）助成制度について

※成年後見制度利用支援事業等の助成制度について示します。その場
合、介護保険計画や障害福祉計画の内容と連動することになります。
４

評価
※計画を見直す年度や具体的手法を示す方法が考えらます。例えば「○
年度に、
【○○市権利擁護支援ネットワーク協議会】等の意見を聴き、
計画を見直す」等の記述が考えられます。
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本手引き
p.56 参照

計画例１

単体計画で町の方針を簡潔に示す例 ～ 新潟県阿賀町

市町村計画の

新潟県阿賀町（人口 11,078 人、高齢化率 47.0%（平成 30.12.31 現在）
）では、平成 25 年
秋頃から、認知症高齢者や障害者手帳所持者の支援体制のあり方について意見が出され、県
社会福祉協議会のバックアップもあって、県弁護士会を含む県・町関係者によるプロジェク
トチームによる勉強会、ニーズ調査や受け皿の確認等具体的な検討が行われるようになりま
した。その間、精神障害者への虐待に対する首長申立てを経験するなかで、第三者後見人不
在による担い手確保（市民後見人の養成）と法人後見事業への取組の必要性、成年後見制度
利用に係る支援体制の整備（ワンストップでサポートできる成年後見センターの設置）等へ
の認識が共有化され、平成 28 年度に直営地域包括支援センター内に成年後見センターが設
置されました。また、平成 27 年度からは市民後見人の養成が開始されています。そうした
中での国基本計画の策定を受けて、町として、ごく自然に単体の計画策定に取り組みました。
策定に際しては、既存の成年後見センター運営委員会を活用しています。
阿賀町成年後見制度利用促進基本計画

ポイント解説

１．成年後見制度利用促進基本計画策定にあたって
（１）計画策定の趣旨
阿賀町では、高齢化率が 45％（全国平均 26.0％）を超え、
高齢者のみ世帯が 3 割を超えている。これらの状況から、
「認
知症高齢者の増加」や知的、精神障がい者を支える親の高齢化

高齢化率や高齢者の
み世帯からの割合か
ら、課題認識を明ら
かにしています。

による「親亡き後問題」が課題となることが明らかである。
そのため、阿賀町では平成 28 年度に成年後見センターを開
設し、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
くため計画を策定する。

計画の目的をひとこ
とで示しています。

（２）成年後見制度利用促進基本計画の位置付け
「成年後見制度利用促進基本計画」
（以下「基本計画」という。
）
は、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。）第 12 条第 1 項に基づき、
成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な

根拠法を明示してい
ます。

推進を図るために策定されるものである。
なお、市町村は、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よう努めるものとされているが、阿賀町に
おいてはすでに成年後見センターを開設していることから、計
画を策定するものとする。

このように計画の期
間 を 定 め て お く と、

（３）基本計画の対象期間
今回策定する基本計画は、平成 30 年度から平成 32 年度まで
の 3 年間を定めるものとする。
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次期計画に向けて見
直す際のスケジュー
ルの目安になります。

（４）計画策定体制
阿賀町成年後見センター運営委員会において、国の基本指針に
基づき、委員の意見を反映させ、計画内容の検討を実施。
２．成年後見を取り巻く現状
平成 26 年度阿賀町成年後見制度に関する実態把握調査より
高齢者福祉施設
障がい者福祉施設

とを明らかにしてい
ます。
「成年後見セン
ター運営委員会」と
いう既存の仕組みを
活用して、計画を策
定しています。

19 施設
9 施設
現状分析として、実

（２）調査結果
成年後見制度の利用者

態把握調査の結果を
記載しています。

6名

現状分析は、こうし

成年後見制度の利用が必要な者 61 名
上記のうち、首長申立及び第三者後見人が必要な者

40 名

た調査の実施に限ら
ず、国基本計画の現
状分析を参考にまと

３．成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標等
（１）基本的な考え方

めることも考えられ
ます。

本計画は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力
が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行
い、これらの者の権利を尊重して擁護することにより、地域で安

「基本的な考え方」

心して暮らし続けることができる社会の実現を目指す。

「基本方針」は、阿
賀町として、成年後
見制度利用促進にど

（２）基本方針
国が示す基本理念は次の①～③のとおりであり、町では理念に

のように取り組むか
を示しています。

基づき、地域の実情に応じた成年後見利用の促進を図り、専門職
団体との連携や市民後見人の養成を実施していく。
①個人としての尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい生活の保障
②自己の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、適切な身上の保護
（３）今後の施策の目標
基本理念及び基本方針に基づき、成年後見制度の利用促進を
図るため、次の目標を計画の基本目標とし推進する。

「成年後見制度利用促
進機能」
「後見人支援

①利用者に沿った制度の運用
財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視した適
切な後見人等の選任や利用者の意思決定支援を念頭においた
後見人等とのケア検討会の実施を行う。
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機能」の具体化を「ケ
ア検討会の実施」と
して示しています。

市町村計画の

（１）調査対象

合議体で作成したこ

②阿賀町成年後見センターの活動促進
成年後見制度の周知や制度利用の相談と促進、市民後見人の
養成を含めた後見人支援等の機能を整備し、被後見人等を適切
に支援できるよう協力体制の構築を行う。

国基本計画で示され
た「親族後見人への
支援」について「支
援策を検討する」こ
とを明示しています。

③不正防止の徹底と利用しやすさとの調和
不正防止に関し市民後見人のみならず、親族後見人等につ
市町村計画の

いての支援策を検討していく。また、金融機関や診断書を作成
する医療機関と連絡・協力体制を築いていく。

このように、支援策
が決定していなくて
も「検討する」こと
を計画に盛り込むこ
とで、親族後見人へ
の支援の施策を推進

４．成年後見制度を促進するための事業
（１）成年後見制度に関する相談及び手続き支援

することができます。

弁護士による法律相談を活用した相談対応や手続き支援の実施。
（２）成年後見制度に関する広報及び啓発
任意後見制度の周知も含めた成年後見制度の周知活動の実施。

今まで行ってきた周
知活動に加えて、任
意後見制度の周知を
盛り込んでいます。

（３）市民後見人の養成及び活用支援
実態把握調査の実施と市民後見人養成研修の実施と日常生活
自立支援事業の相談支援員といった地域貢献を含めた市民後見
人の活用の検討と支援の実施。

医療機関や金融機関

（４）成年後見制度に関係する機関等との連携および調整
専門職団体のみならず医療機関、金融機関との協力体制の構

と、それぞれに連携
協力体制を構築する
ことで、地域連携ネッ
トワークの体制整備

築を目指す。

を図っています。こ
のように、今ある仕
組みに、それぞれの
関係を付加する形で
取り組むことができ
ます。

※資料編 p.115 に関連資料を掲載
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計画例 2

単体計画で国基本計画の流れにそって市の取組を示す例 ～ 香川県三豊市

三豊市成年後見制度利用促進基本計画

ポイント解説

1．基本計画の目的
本計画は、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）に基づき、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的
な推進を図るために策定するものです。
2．基本計画の概要
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）第
１４条第１項において、市町村は、国の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ものとされており、本計画は関連計画である「三豊市
地域福祉計画」
（平成 30 年度から平成 34 年度）と一体的に連動して取り組み、
「三豊市高齢者福祉計画・第 7 期介護保険計画」
（計画期間：平成 30 年度か
ら平成 32 年度）
、
「第 5 期三豊市障害者福祉計画」
（計画期間：平成 30 年度か
ら平成 32 年度）とその他関連計画との整合、連携を図ります。
＜促進法第 14 条を抜粋＞

他の行政計画との連
動性を示しています。

成年後見制度利用促
進基本計画と他の計
画との関係をわかりや
すく図示しています。

（２）基本計画の期間
今回策定する基本計画は平成３１（２０１９）年度から平成３４（２０２２）
年度までの４か年です。
今後、高齢者福祉計画、障害者福祉計画及び地域福祉計画の見直しに伴い、
本計画を該当する部分に統合していく予定です。
年度 H30 (2018) H31 (2019) H32 (2020) H33 (2021) H34 (2022) H35 (2023)

画

ます。

計 画 の 位 置 づ け と、

（１）基本計画の位置づけ

計

根拠法を明示してい

高齢者福祉計画・障害者福祉計画

法定計画に盛り込む
ことで、実効性を高め、
見直しが定期的に行
われるようにしていま
す。

次期計画

地域福祉計画

次期計画

成年後見制度利用促進基本計画

三豊市は、
条例によっ
て 審 議 会 を 設 置し、
基本計画を策定しま

（３）計画策定のための取り組み及び体制
平成２９年１０月に成年後見制度利用促進審議会設置準備会を設置、さ
らに平成３０年１０月には三豊市成年後見制度利用促進審議会を設置し、学
識経験者、医療・福祉関係者・司法関係者・市民等より基本計画策定に関し
審議を重ねました。また、平成 31 年 1月には意見公募手続（パブリックコメ
ント）を実施し、幅広い意見を聴取しその反映に努めました。
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した。パブリックコ
メントを実施し、意
見の聴取と反映を
行っています。

市町村計画の

香川県三豊市（（人口 66,160 人、高齢化率 34.89%（Ｈ 30 年 9 月 1 日現在））では平成 18 年度から、
主に高齢者分野での相談や事例への対応において、必要に応じて市長申立て等を実施してきた直営の地域包括
支援センターが中心となって、市町村計画と体制整備双方の検討を進めています。市としての意思決定をする
ために、成年後見制度の利用促進に関する施策について調査審議する場として条例に基づく審議会を設置し、
当審議会で、成年後見制度利用促進基本計画案（市町村計画案）と中核機関の設置案について審議しました。
上記審議会の設置に加え、既存の枠組みを活用（地域ケア推進会議を「協議会」と位置づける）しています。
市町村計画としては、単独の成年後見制度利用促進基本計画を 4 年間策定し、その後は、地域福祉計画や
高齢者・障害者福祉計画の見直しの際に成年後見制度利用促進基本計画に該当する部分を書き加えて、定期的
な見直しができるように検討する予定です。

市町村計画の

３．成年後見制度利用に関する現状と課題
人口減少と少子高齢化が本市でも着実に進行しており、平成３７（２０２５）
年には団塊の世代が後期高齢者（７５歳以上）となることが見込まれていること
から、高齢者に関する課題は今後も本市が地域と取組む生活課題の一つであると
考えられます。第３期三豊市地域福祉計画策定にあたり、三豊市に居住する一般
市民を対象とするアンケート調査を実施しました。その中で、成年後見制度、日
常生活自立支援事業について尋ねたところ、
「制度の名称は知っているが内容は
知らない」が５割弱を占めており、
「初めて知った」も３割弱を占めており、制度
が浸透していないことがうかがえます。その他、日頃何とかしなければならない
と思っていることについては、
「独居高齢者や夫婦のみ世帯のくらしの問題」が
１位、
「病気・認知症等の高齢者がいる世帯の問題」が第２位となっており、高
齢者に関する課題が上位２項目を占めています。

地域福祉計画策定の
ために実施した住民
アンケートのなか
で、成年後見制度に
関する質問を入れて
いるので、その集計
結果も踏まえて、現
状と課題を分析して
います。
現状の取組を数値で
示す場合、このよう

＜地域福祉計画より一部抜粋＞
＜参考資料を掲載＞
・地域包括支援センターへの成年後見制度に関する相談件数
・市長申立件数
・日常生活自立支援事業契約及び法人後見受任状況
＜国基本計画の基本的な考え方を抜粋＞

な項目が考えられま
す。
日常生活自立支援事
業 の 実 施 状 況 から、
成年後見制度の潜在

４．成年後見制度利用促進にあたっての目標と基本的な考え方

（１）目標

ニーズを分析するこ
ともできます。

成年後見制度を必要な人が利用できるよう、成年後見制度利用促進基本
計画を勘案して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
備を行う。
＜国基本計画を抜粋＞

（２）基本的な考え方
地域連携ネットワークと中核機関について
①地域連携ネットワークの三つの役割
ア）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。
イ）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、窓口
等の体制を整備します。
ウ）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。
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国 基 本 計 画 の「 ３
（ ２） 権 利 擁 護 支 援
の地域連携ネット
ワークづくり」の箇
所を引用し、３つの
役割の実現の観点
で、②以降で掲げら
れている具体的仕組
みをつくることを示
しています。
例えば、３つの役割
の中から、本計画で
どの部分を重点的に
整備するのかを決め
て取りかかることも
考えられます。

イ）地域における「協議会」等の体制づくり
後見等開始の前後を問わず、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、個々のケースに対する「チーム」での対応に加え、地域にお
いて、法律・福祉の専門職団体や関係機関がこれらのチームを支援する体制
を構築します。
このため、各地域において各種専門職団体・関係機関の協力・連携強化
を協議する協議会等を設置し、個別の協力活動の実施、ケース会議の開催や、
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。
具体的には、
「地域ケア推進会議」を「協議会」と位置づけ、チームをバッ
クアップする体制整備を図ります。
③地域連携ネットワークの中核となる機関の必要性
上記のような地域連携ネットワークを整備し、協議会等を適切に運営していく
ためには、その中核となる機関が必要になると考えられます。中核機関は、様々
なケースに対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専門職等から円滑に
協力を得るノウハウ等を蓄積し、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。
④地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能等
地域連携ネットワーク及び中核機関については、以下に掲げるア）広報機能、
イ）相談機能、ウ）成年後見制度利用促進機能、エ）後見人支援機能の４つの
機能について、段階的・計画的に整備するとともに、オ）不正防止効果にも配
慮します。なお、中核機関自ら担うべき業務の範囲については、地域連携ネッ
トワークの関係団体と分担・調整します。既存の地域包括ケアや地域福祉のネッ
トワーク、実績のある専門職団体等の既存資源も十分活用するとともに、今後、
成年後見制度に関する普及・啓発の活動、人材育成等を担う「権利擁護支援
センター」
（仮称）の設置をすすめる等、地域連携ネットワークや中核機関の機
能については、柔軟に実施、整備を進めていきます。
ア）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・地域などの関
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、そうした声を
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「チーム」の具体化の部
分です。「具体的には」
以降が、三豊市として
のチームの位置づけを
示しています。
地域ケア個別会議など
のケース会議のメン
バーでチームの位置づ
けが示されています。
「協議会」の具体化の部
分です。「具体的には」
以降が、三豊市として
の位置づけを示してい
ます。
地域ケア推進会議を「協
議会」と位置づけ、チー
ムのバックアップを図
ろうとしています。

地域連携ネットワー
ク及び中核機関の４
つ の 機 能 に つ い て、
ほぼ、国基本計画の
文言を踏襲して、市
町村計画としていま
す。この部分を、取
り組む機能のみの記
載にし、残りの機能
については、
「今後検
討する」という形で
計画を立てることも
できます。
三豊市の具体的取組と
し て、 今 後、「 権 利 擁
護支援センター」（仮
称）の設置をすすめる
ことを示しています。

市町村計画の

②地域連携ネットワークの基本的仕組み
地域連携ネットワークは、以下の二つの基本的仕組みを有するものとして構
築を進めます。
ア）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を地域において
発見し、必要な支援へ結び付ける機能を強化します。
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、
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する仕組みとします。
具体的には、
「地域ケア個別会議」などのケース会議のメンバーを「チーム」
と位置づけ、権利擁護支援を行います。

市町村計画の

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
用が有効なケースなどを具体的に周知啓発していくよう努めます。
中核機関は、地域における効果的な広報活動推進のため、広報を行う各
団体・機関（弁護士会・司法書士会・社会福祉士会、市役所の各窓口、福
祉事業者、医療機関、金融機関、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が、地域におい
て活発に行われるよう配慮します。
その際には、任意後見、保佐・補助類型も含めた成年後見制度の早期利
用も念頭においた活動となるよう留意します。
イ）相談機能
中核機関は、成年後見制度の利用に関する相談に対応する体制を構築しま
す。市町村長申立てを含め権利擁護に関する支援が必要なケースについて、
関係者からの相談に応じ、情報を集約するとともに、必要に応じて弁護士会・
司法書士会・社会福祉士会等の支援を得て、後見等ニーズの精査と、必要な
見守り体制（必要な権利擁護に関する支援が図られる体制）に係る調整を行
います。その際、本人の生活を守り、権利を擁護する観点から、地域包括支
援センターや障害者相談支援事業者等とも連携し、後見類型だけではなく、
保佐・補助類型の利用の可能性も考慮します。
弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等との連携確保は、市町区域を超え
た広域対応についても検討します。
ウ）成年後見制度利用促進機能
(a)受任者調整（マッチング）等の支援
〇親族後見人候補者の支援
後見人になるにふさわしい親族がいる場合、本人の状況に応じ、当該親
族等へのアドバイス、専門職へのつなぎ、当該親族等が後見人になった
後も継続的に支援できる体制の調整等を行います。
〇市民後見人候補者等の支援
市民後見人が後見を行うのがふさわしいケースについては、市民後見人
候補者へのアドバイス、後見人になった後の継続的な支援体制の調整
等を行います。
〇受任者調整（マッチング）等
中核機関は、専門職団体（弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等）
及び法人後見を行える法人と連携するとともに今後養成された市民後見
人候補者の名簿を整備することにより円滑に人選を行います。また、中
核機関が後見人候補者を推薦するに当たっては、本人の状況等に応じ、
適切な後見人候補者の選定のみならず、必要なチーム体制やその支援
体制を検討します。
〇家庭裁判所との連携
中核機関は、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、日頃から家庭裁判所と連携します。また、家庭裁判所に
は審議会にオブザーバーとして参加していただき、地域連携ネットワー
クを充実させていく中で見えてきた課題等について意見交換をします。

国基本計画の中から
市が担う部分を抜粋
して、市の計画とし
ています。

市民後見人の養成と
活用について、具体
的なスケジュール等
を示しています。

三豊市として、家庭
裁判所とどのように
連携するのか、具体
的 に 示し て い ま す。
このような記載をす
る場合には、どのよ
うに連携を図り、ど
のように計画に記載
するかを家庭裁判所
と協議します。

(b)担い手の育成・活動の促進
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(c)日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行
日常生活自立支援事業は、判断能力が十分でない人が福祉サービスの
利用手続や金銭管理において支援を受けるサービスであり、利用開始に当
たり医学的判断が求められないこと、生活支援員等による見守り機能を生
かし、本人に寄り添った支援が可能であることなどの特徴を有しています。
今後、地域連携ネットワークが構築される中で、日常生活自立支援事業等
の関連制度と成年後見制度との連携が強化されるべきであり、特に、日常
生活自立支援事業の対象者のうち保佐・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、中核機関と連携し成年後見制度へのス
ムーズな移行等を検討します。
エ）後見人支援機能
中核機関は、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、
必要なケースについて法的な権限を持つ後見人と、本人に身近な親族、福祉・
医療・地域等の関係者（例えば、ケアマネジャー、相談支援専門員、生活保
護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉士、入所先社会福祉施設、入院
先医療機関、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、介護サー
ビス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、民生委員、
市担当課など）がチームとなって日常的に本人を見守り、本人の状況 を継続
的に把握し適切に対応する体制を作ります。専門的知見が必要であると判断
された場合において法律・福祉の専門職が本人を支援することができるよう、
専門職団体の協力を得ながら意思決定支援・身上保護を重視した後見活動
が円滑に行われるよう支援します。
中核機関は、必要に応じて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、新たな後見人
候補者を推薦するなどの方法による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。
地域連携ネットワークでのチームによる見守りにおいては、移行型任意後
見契約が締結されているケースのうち、本人の判断能力が十分でなくなり、
さらにはそれを欠く等の状況に至っても任意後見監督人選任の申立てがなさ
れず、本人の権利擁護が適切に行われない状態が継続しているようなケース
がないか等にも留意し、チームにおける支援の中でそうしたケースを発見し
た場合には、速やかに 本人の権利擁護につなげます。
オ）不正防止効果
成年後見制度における不正事案は、親族後見人等の理解不足・知識不足
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市町村計画の

市民後見人の積極的な活用が可能となるよう、市民後見人の育成につ
いては、中核機関と地域連携ネットワークが連携し、平成３２（２０２０）
年度に市民後見人養成講座を開催します。さらに、市民後見人研修の修
了者について、法人後見を担う社会福祉協議会において後見人となるた
めの実務経験を重ね、市民後見人の活用をすすめていきます。
若年期からの制度利用が想定され、その特性も多様である障害者の場
合、継続性や専門性の観点から、法人後見の活用が有用である場合もあり、
後見監督等による利益相反等への対応を含めた透明性の確保を前提に、
その活用を図ります。

市町村計画の

から生じるケースが多くなっているところ、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、不正の発生を未然に防ぐ効果もあ
ります。このようなチームの整備等により、本人や親族後見人等を見守る体
制が構築されれば、仮に親族後見人等が本人に対する経済的虐待や横領等
の不正行為に及んだとしても、その兆候を早期に把握することが可能となり、
その時点において、家庭裁判所等と連携して適切な対応をとることにより、
被害を最小限に食い止めることにもなります。
また、これまでは、後見人において、財産の保全を最優先に硬直的な運用が
行われていたケースについても、本人の生活の状況等に応じ、必要な範囲で本
人の財産を積極的に活用しやすくなるなど、より適切・柔軟な運用が広がります。
⑤中核機関の設置・運営形態
ア）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、併せて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。

機能分散型で中核
機関の設置を検討
することを示して
います。

イ）設置の主体
設置の主体については、中核機関が行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基に行われることや、行政や地域の幅広い関係者との
連携及び調整をする必要性などから、市が設置します。
ウ）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
及び市からの委託により行います。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・公正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（例：社会福祉協議会、NPO 法人、公益
法人 等）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
組実績等を踏まえ、一つの機関ではなく、複数の機関に役割を分担して委託
等を行うことも検討します。
５．成年後見市長申立と利用助成の実施
成年後見制度利用支援事業により、成年後見制度を利用したくても、自ら
申し立てることが困難であったり、身近に申し立てる親族がいなかったり、
申し立ての経費や成年後見人等の報酬を負担できない等の理由により制度を
利用できない方に対し、申し立ての支援や助成等を実施し、利用の支援を行
います。
６．
三豊市における成年後見制度利用促進に向けた体制整備について
（機能ごとの表、略）
中核機関
地域包括支援センター（直営） 社会福祉協議会（委託）
機能等

チーム体制調整（地域ケ
ア会議）
市長申立て
受任者調整（マッチング）
任意後見に関する相談

機能分散型での体
制整備案を、表に整
理して示していま
す。 こ の 時 点 で は、
広域の委託先が決
定していないため、
「広域」という表現
で示しています。
このように、これか
ら検討して決定す
る方向性を示す方
法もあります。

広域（委託）

親族後見人、市民後見人 受任者調整
等に関する日常的な相
市民後見人の養成
談、支援
日常生活自立支援事業か 専門的な相談・支援
らの移行

（共通）周知・開発、制度に関する相談、専門職との連携、家裁との連携
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※資料編 p.116 に
関連資料を掲載

（３）地域福祉計画等の他の計画と一体的に策定する場合
他の計画と一体的に策定する場合、地域福祉計画に盛り込む場合と、高齢者福祉計画・介護保
険事業計画、障害福祉計画と一体的に策定する場合等が考えられます。
①地域福祉計画と一体的に策定する場合
地域福祉計画と一体的に策定する場合、国基本計画で示されている「市町村計画に盛り込むこ
支援計画の策定ガイドライン」
（平成 29 年 12 月 12 日付厚生労働省子ども家庭局長、社会・援
護局長、老健局長連名通知）
（以降、
「地域福祉計画策定ガイドライン」
）も踏まえると、計画の
内容について検討しやすくなります。
１

市町村地域福祉計画

（１）市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項
ケ

市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人
等、地域づくりの観点も踏まえた権利擁護の在り方

・認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者への権利擁護支援のための
地域連携ネットワークの構築やその中核となる機関の在り方、権利擁護支援の担い手と
しての市民後見人等の育成や親族後見人も含めた活動支援の在り方、日常生活自立支援
事業の対象とはならないものの判断能力に不安があり金銭管理が必要な者や、身元保証
人が存在していないために生活等に困難を抱えている者への支援の在り方（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「成年後見制度利用促進
法」という。）に規定される市町村計画と一体的なものとすることも考えられる）
（「市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉支援計画の策定ガイドライン」
（平成29年12月12日付厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知））
成年後見制度利用促進の施策について、地域福祉計画策定ガイドラインに盛り込むべき事項と
して示されているのは、以下のようにまとめることができます。
地域福祉計画策定ガイドラインが示す盛り込むべき事項
認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者への権利擁護支援のため
Ａ
の地域連携ネットワークの構築やその中核となる機関の在り方
Ｂ
Ｃ

権利擁護支援の担い手としての市民後見人等の育成や親族後見人も含めた活動支援の
在り方
日常生活自立支援事業の対象とはならないものの判断能力に不安があり金銭管理が必
要な者や、身元保証人が存在していないために生活等に困難を抱えている者への支援
の在り方

文案例は、本手引き 資料編 p.136 参照
なお、地域福祉計画に方針を書き込んだ上で、成年後見制度利用促進基本計画を単体で策定し
ている場合もあります。どちらかではなく、どちらもという選択肢もあります。
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市町村計画の

とが望ましい事項」
（本手引き p.2 参照）だけでなく、
「市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉

例１ 地域福祉計画とは別に部門別計画を策定する場合（地域福祉計画、それぞれの計画を作成する）
上位計画

地域福祉計画

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

.................................................
.................................................
成年後見制度利用促進基本計画
健康増進計画
部門別計画
.................................................
.................................................
.................................................

高齢者福祉計画

（介護保険事業計画）

障害福祉計画

例 2 地域福祉計画と一体的に策定する場合
（地域福祉計画の中に盛り込む）
市町村計画の

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

.................................................
.................................................
成年後見制度利用促進基本計画
部門別計画
.................................................
.................................................
.................................................

□各章に書き込む場合
□1 章として設ける場合

双方あり

例 2-1 地域福祉計画と一体的に策定する場合
（各章に書き込む場合）
第１章

計画策定にあたって

第２章

○○市の地域福祉を取り巻く現状

第３章

計画の基本的考え方

第４章

施策の展開

第５章

計画の推進について

計画の位置づけ
現状と課題
目

標

具体的方法
評

価

「市町村計画に盛り込む
ことが望ましい事項」や
「地域福祉計画策定ガイ
ドラインに盛り込むべ
き事項」が、この部分に
盛り込まれる

例 2-2 地域福祉計画と一体的に策定する場合
（1 章として設ける場合）
第１章

○○○

第２章

○○○

・・・
第○章

評価を除き、単体の計画として
策定する場合と同じ内容を盛り込む

成年後見制度の利用促進

ポイント！ 成年後見制度に関する専門職団体等や家庭裁判所の関与
地域福祉計画等の他の法定計画と一体的に策定する場合、策定メンバーに成年後見制度に関
する専門職団体等が含まれていないことが想定されます。その場合、計画策定前に、成年後見制
度に関する専門職団体等に意見を聴取することで、国基本計画を勘案した計画を地域の実情に応
じて策定することができます。また、家庭裁判所から実務に関する知見等の提供を受けることで、
より実効性の高い計画にすることができます。
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計画例 3

課題と方向性、具体的施策を示した地域福祉計画の例 ～ 宮城県女川町

宮城県女川町では、地域福祉計画のなかで、権利擁護事業の推進についての町の方針を示して
います。
女川町（人口約 6,500 人）は、専門職から町長申立てや虐待対応についての助言を受けられ
福祉協議会が障害分野等の法人後見を担う等、権利擁護支援についてのネットワークを構築
してきています。国基本計画が策定される前から、
地域福祉計画にこのように記述しています。

女川町地域福祉計画 ( 平成 27 年 3 月策定 )
第２部 施策の展開
基本目標２

くらし続けるための仕組みづくり

基本施策６ 権利擁護の充実
（１）権利擁護事業の推進

【課題と方向性】
○地域に暮らす一人ひとりの町民の尊厳を守るために、虐待防止体制の強化を図り、関係機
関とも密接に連携して早期発見対応に取り組む必要があります。
○成年後見制度や日常生活自立支援事業の認知度を高め、利用を促すとともに、後見活動や
日常生活支援を担う後見人や支援員の担い手を増やしていく必要があります。
○今後の高齢化の進行によって増えることが予想される認知症については、権利擁護の推進
だけでなく、町民が認知症による正しい知識を増やし、保健医療機関と連携し、早期診断・
早期対応や予防に努める必要があります。
○成年後見制度は後見人の担い手の不足が指摘されており、専門職後見人を補う市民後見人
の役割が期待されています。
【具体的施策】
① 権利擁護に関する知識や理解の普及啓発を行ないます。
② 成年後見制度の利用促進を行います。本町では成年後見人報酬助成、成年後見町長申立を
行っています。今後は相談窓口の周知と制度が必要な町民の利用支援を行います。
③ 将来の市民後見人育成に向けた後見制度の周知を行っていきます。
④ 現在、社協で行っている法人後見の充実を図ります。

次回の計画見直しの際、国基本計画の「盛り込むことが望ましい事項」として、どこが中核機関な
のか、４つの機能の何を担うのかを書き足すことが考えられます。
成年後見制度利用促進基本計画を兼ねていることを計画の位置づけとして明記することで、市町
村計画とすることができます。
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市町村計画の

る体制を構築しており、補助類型・保佐類型についても町長申立てを行ってきました。社会

②高齢者福祉計画、障害福祉計画と一体的に策定する場合
成年後見制度利用支援事業の取り組みを、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障害福祉計画
に記載している場合は、それらの計画と一体的に策定することもできます。その場合には、各計
画に成年後見制度利用促進基本計画を兼ねていることを明示し、権利擁護支援の地域連携ネット
ワークの構築や中核機関の整備についても記載すると、これまでの取組を踏まえつつ、今後の利
用促進に向けた方向性を示すことができます。
市町村計画の

計画例 4

地域福祉計画、
高齢者福祉計画、
障害福祉計画と一体的に策定している例 ～ 青森県八戸市

八戸市（人口 230,738 人、高齢化率 29.1%（平成 30 年 3 月 31 日現在）
）では、平成 23
年頃から、成年後見制度に関する相談の微増、認知症高齢者の徘徊状態での保護の顕在化、
職能団体からの担い手不足の指摘等がなされるようになり、同時期にスタートした国の市
民後見人養成事業のモデル事業を開始しました。平成 24 年には市民後見人のフォローアッ
プ体制等を協議する場として、市民後見推進協議会を設置、さらに多機関による協働を進
めるため、平成 28 年度には「成年後見センター」を設置しました。
計画策定については、既に平成 27 年度に策定した地域福祉計画の権利擁護等関連事項を、
同年度策定の市総合計画及び翌年度策定の障害者計画にも反映。予算確保や評価の面で連
動を図れるような仕組みとしました。国基本計画の策定に伴う国の説明会のなかで、
「市町
村計画は既存の法定計画等と一体的に策定する方法も可」という情報を得、改定期にあた
る高齢者福祉計画に盛り込むこととし、障害福祉計画と一体的に策定したものです。今後
とも、総合計画をはじめ、各計画間での連動を図りながら改定を重ねる予定です。計画策
定に当たっての合議機関としては、既存の市の附属機関等を活用しています。

八戸市地域福祉計画〔第 3 期（平成 28 ～ 32 年度）〕
基本目標 2

個人が尊重され誰もが公平に福祉サービスを受け
られる体制の充実

ポイント解説
成年後見制度ととも
に、権利擁護支援の事

1）自立支援と権利擁護の推進
生活困窮者への早期支援と自立促進を図るとともに、年齢や障がい
の有無の区別なく福祉サービスを受けられる体制の整備や、虐待等の
防止に係る取組を推進します。

業と内容、実施主体を
整理して示していま
す。
事業ごとに担当課を記
載し、庁内の役割分担
を明示しています。
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【推進事業】

この推進事業につい

事業名

事業内容

担当課 / 実施主体

生活困窮者の早期支援と自立促進を図る
生活困窮者自立
ために、自立相談支援事業の実施、住居 生活福祉課
支援制度
確保給付金の支給その他の支援を行う。

2

高齢者や障がい者が地域で安心して生
日常生活自立支 活が送れるように、福祉サービスの利用 福祉政策課
援事業
手続きや日常生活に必要な金銭管理の 市社会福祉協議会
援助等を行う。

3

高齢者や障がい者などの成年後見制度
成 年 後 見 制 度 利用にあたり、必要経費負担能力のな 高齢福祉課
利用支援事業
い人に対して経費の一部又は全部を助 障がい福祉課
成する。

4

市長による成年後見の申立てへの支援や申
立て費用及び後見人への報酬費用の助成、
障がい福祉課
権利擁護支援事業
障がい者虐待に関する普及啓発活動の推
進、虐待対応ケース会議の運営を行う。

る総合計画にも記載
することで、市とし
ての施策の方針を明
示しています。
市町村計画の

1

ては、上位計画であ

（仮称）権利擁 年齢や障がいの有無の区別なく相談対
5 護センター設置・ 応ができる権利擁護センターを設置し、 高齢福祉課
運営事業
成年後見制度を推進する。

6

高齢 者・障がい者・子どもへの虐待、
DV、いじめ等について保健・医療・福祉・
福祉政策課
虐待等対策事業
介護・教育等の関係機関の分野横断的
な連携により、総合的な対策を講じる。

高齢者・障がい 高齢者及び障がい者虐待に対する支援
高齢福祉課
7 者虐待対策ケー 策や関係機関の連携体制構築などにつ
障がい福祉課
ス会議
いての意見を聴取する。

第7期

八戸市高齢者福祉計画

第4章 第4節

高齢者福祉計画の中
に、 章 立 て を し て、

２ 成年後見制度の利用促進

成年後見制度の利用
促進についてまとめ
ています。

≪現状≫
○成年後見制度が必要となる背景
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で
判断能力が不十分な人の財産や権利を保護し、支援していく制
度です。
今後、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者のほか、身寄
りのない高齢者や虐待を受ける高齢者も増加することが予想さ
れ、成年後見制度への需要が増大すると見込まれます。
○成年後見制度の利用支援
成年後見制度に関する相談件数は、権利擁護意識の高まりとと
もに増加しており、身寄りのない高齢者や虐待を受けた高齢者等、
親族による申立てが見込めない人が、認知症や精神疾患等の理由
により判断能力が不十分となった際に行う、市長申立ての件数が
年々増加しています。
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≪具体的な事務事業と目指す成果≫
◇権利擁護支援のためのネットワークづくり
平成 28 年 5 月に設置した八戸市成年後見センター（委託先：八
戸市社会福祉協議会）が、地域連携ネットワークの中核機関として、
コーディネートしながら機能・役割を担っていきます。
また、従来どおり、成年後見制度の広報・啓発、同制度の利用相
市町村計画の

談を含めた権利擁護総合相談、後見人支援等、市民後見人の養成・
推進に取り組むほか、専門職・関係機関の協力体制を構築し、本人
を見守る「チーム」として、意思決定支援・身上保護を重視した後
見活動を支援する体制を強化していきます。
特に、権利擁護総合相談では、成年後見制度の利用が必要にも関
わらず、本人及び親族による申立てが見込めない場合、市長申立て
につなげ、同制度利用以外にも必要な支援があった場合、関係機関
につなぐ等、早期対応支援を行います。
◇成年後見制度の利用の促進に関する調査審議機関の設置
平成 24 年 8 月に専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士）等か
ら構成される市民後見推進協議会を設置し、市民後見の推進に向け、
市民後見人の養成や支援体制、成年後見制度に関する実態把握調査

・成年後見制度利用支援
事 業 の な か で、 中 核
機関をどこが担うの
かを記載しています。
・地域連携ネットワー
クの役割である「権
利擁護支援の必要な
人の発見・支援」「相
談 窓 口 」「 意 思 決 定
支援・身上保護の重
視」について記載し
ています。
・中核機関の４つの機
能 ( 広報・相談・成
年後見制度利用促
進・後見人支援機能 )
や、「 チ ー ム 」 に よ
る対応について記載
しています。
※国基本計画にある
「優先して整備すべ
き機能」やキーワー
ドを意識して記載し
ています。

等、成年後見制度の利用支援について審議しています。
今後は、この協議会を、成年後見制度の利用の促進に関する調査

既存の協議会を利用促

審議機関として位置づけ、必要に応じて開催し、引き続き成年後見

進について審議する場

制度の利用の促進について審議を行います。

として位置づけること
を記載しています。

◇市民後見人の育成・支援体制の整備
2011（平成 23）年度及び 2016（平成 28）年度に、社会貢献へ
の意欲があり、研修を経て一定の知識等を身につけた第三者後見人
である市民後見人を養成しました。

４ つ の 機 能 の 中 で、
重点的に取り組む「市
民後見人の育成」
「市
民後見人の支援体制・

次回は 2019 年度の養成を目指しながら、市民後見人候補登録者
（市民後見人養成研修修了後、候補者として登録した方）が、適正
かつ安定的に活動できるようバックアップ体制を整備するととも
に、資質・対応力の向上に向け、登録者を対象としたフォローアッ
プ研修を開催します。
また、市民後見推進協議会では、市民後見人が適正かつ安定的に活
動できるよう、必要な事項について意見聴取及び調査審議するほか、
家庭裁判所から市民後見人候補者の推薦依頼があった際、被後見人に
ふさわしい候補者を選出できるよう、受任調整会議を行います。
◇成年後見制度及び成年後見センターの役割、市民後見人の周知の強化
成年後見センターが作成したチラシや成年後見制度を周知するた
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受任調整」について
記しています。
・制度の周知は、市民
後見人の有志の協力
を得ることを記載し
ています。
・成年後見セミナーは、
広域で取組むことを
記載しています。
※なお広域での取組は
「連携中枢都市圏ビ
ジョン」にも記載し
ています。

めのパンフレットを、センターに来所した相談者や研修の参加者へ
配布します。
また、成年後見センターや市民後見人の有志による、成年後見制
度に関する出前講座を開催するほか、成年後見セミナーを連携中枢
都市圏の事業に位置付け、制度の周知に取り組みます。
≪目標とする指標≫
2020年度

市民後見人登録者数

21 人

21 人

40 人

40 人

市民後見人推薦件数

1件

2件

2件

3件

市民後見推進協議会開催回数

5回

5回

5回

5回

市民後見人フォローアップ研
修開催回数

4回

4回

4回

4回

85%

85%

85%

307 件

320 件

330 件

340 件

3件

15 件

20 件

25 件

市民後見人フォローアップ研
82.7%
修出席率
成年後見センター相談件数
市長申立て件数

八戸市障害福祉計画〔第 5 期計画（平成 30 年度～平成 32 年度）〕

障害者計画でも成年
後見制度について触
れており、具体的な

第 4 章 2 地域生活支援事業の見込量と確保策

施策の方針を障害福
祉計画に記載してい

（1）④成年後見制度利用支援事業
知的障がい者や精神障がい者が成年後見制度を利用する際に、利

ます。

用に要する費用を補助する事業です。
名称

内容

成年後見制度を利用することが有用であると認められ
る知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見
成年後見制度
利用支援事業 制度の利用に要する費用（登記手数料、鑑定費用等）
の全部又は一部を補助します。
（単位：人）

■サービス見込量

成年後見制度
利用支援事業

平成 27 年度
実績値

平成 28 年度
実績値

平成 29 年度
見込み

0

1

8

➡
成年後見制度
利用支援事業

（単位：人）

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

8

10

12

29

サービス見込量につ
いて、これまでの実
績と見込量を数字で
示しています。
（平成 29 年度〜
平成 32 年度は見込値）

市町村計画の

現状値 2018 年度
2019年度
（H28 年度） （H30 年度）

・数値目標は、担い手
となる市民後見人養
成に関するものと
なっています。
・必要な人が使えるよ
う体制整備を図ると
いう基本計画の趣旨
と合致しています。

障がい者の介護者の高齢化等に伴い、今後、成年後見が必要な障
がい者が増加すると考えられます。

中核機関である八戸
市成年後見センター
との連携、相談・周

■確保のための方策
障がい者本人や家族等からの成年後見に関する相談に応じて、
必要な情報や助言を提供するために平成 28 年度に設置された八戸

知について記載して
います。

市成年後見センターと連携をして、当事業の周知に努めます。
市町村計画の

成年後見制度利用支

⑤成年後見制度法人後見支援事業
成年後見等を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整
備するための事業です。
内容

成年後見制度
法人後見支援
事業

成年後見制度における後見等を適正に行うことができる法
人を確保できる体制を整備するため、法人後見実施団体等
に研修、その他の支援を行います。

（実施の有無）

■サービス見込量
平成 27 年度
実績値

平成 28 年度
実績値

平成 29 年度
見込み

無

無

無

➡
成年後見制度
法人後見支援
事業

用促進について記載
しています。

名称

成年後見制度
法人後見支援
事業

援事業のなかで、利

（実施の有無）

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

無

無

無

障がい者を介護する方の高齢化等に伴い、成年後見制度の利用が
必要な障がい者が今後増加することが見込まれ、将来に向けて法人
後見実施団体の育成が必要になると思われます。
一方、法人後見実施団体は、基本的には本人（依頼人）からの報
酬により団体の運営費（活動費）を賄うこととなりますが、本人の
状況や報酬額が不確定のため、全国的にも積極的に取り組む法人は
少なく、当市においても実施している団体はありません。

法人後見実施団体の
育成をどのようにす
すめるか、検討方法

■確保のための方策
今後は法人後見実施団体になりうる団体に対して意向調査を行う

を示しています。

等、実態把握に努め、関係課と連携して情報共有をすることで、当
市に合った事業のあり方を検討していきます。

※資料編 p.117 に
関連資料を掲載
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㻔

３.

効果的な計画策定のプロセス

（１）担当課の決定

ポイント

①どの課が主担当になったとしても、関連する部署全体で取り
組むことになる
②担当課を中心に最小単位で開始し、順次、関連部署に参画し
てもらう

ちょっと解説
①成年後見制度利用促進の取組は、様々な法律や制度に関連しており、関係する部署が連携して
取り組むことが必要です。そのため、主体となって庁内等の調整を図る担当を決めておくとス
計画策定の

ムーズに計画を策定することができます。
②さらに、権利擁護支援や成年後見制度利用の関係者は、庁内でも多分野にわたることから、検
討作業を「庁内の共働の場」ととらえると、庁内連携の体制構築の第一歩とすることができま
す。その際、最初から関係するすべての課で協議しようと思わず、まずは、最少単位で協議を
開始し、順次、関係する部署を増やしていくことも考えられます。
③担当課を決定する期限を決めて協議をすることで、着実に計画策定のプロセスを進めることが
できます。
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◇本事業アンケート調査

( 平成 30 年 10 月 当委員会実施。回答 1,091 市町村 )

結果から

既に「担当部署を決めている ( 協議・決定を実施 ) は、19.1％。
「これから取り組む予定」
が 25.4％でした。担当課が決定している 208 自治体のうち、記載のあった 192 自治体の回
答をみると、高齢福祉 (53 自治体 )、地域福祉 (35 自治体 )、福祉総務等 (31 自治体 ) 、もと
もと成年後見制度を担当していた部署 (29 自治体 )。「2 つ以上の部署で合同担当」と言う自
治体も 14 自治体。それぞれの自治体からは、担当課を決定した経緯として次のような意見
が見られました。
・高齢分野が申立て件数及び報酬助成の件数が多い。（高齢福祉）
・権利擁護サポートセンターの委託元であり、地域福祉計画の所管課でもあるため。
（地域福祉担当）
・高齢福祉及び障害福祉の両方を所管しているため。（福祉総務）
※回答結果の詳細は、
『
「成年後見制度の利用促進を目的とした市町村計画策定支援のための調査研究事業」
報告書』
（平成 31（2019）年

3 月、一般財団法人

日本総合研究所）を参照。

愛知県豊田市では、成年後見支援センターを立ち上げる際、当初から、権利擁護に関係の深い、
地域福祉課 ( 当時 ) と障害福祉課で、複数担当として庁内検討に入りました。具体的な検討段階
では、生活保護や生活困窮等関係の深い事業担当の生活福祉課も参画しました。
必要性の整理段階（平成 27 年の秋頃〜翌年 2 月までの期限付き）
所属

役割

地域福祉課（当時）

・ニーズ調査 ( 高齢者 )
・視察地の選定、調整

障がい福祉課

・ニーズ調査 ( 障がい者 )
・調査結果の取りまとめ、資料作成

具体的な検討段階（平成 28 年 4 月〜 12 月末）
所属

役割

地域福祉課（当時）

・設立検討委員会の開催調整
・予算や議会等の対応
・対外周知・説明

障がい福祉課

・具体的な仕組み検討

生活福祉課

・生活保護ケースの状況反映
・生活困窮者自立支援事業との調整
※成年後見制度利用促進ニュースレター 第 3 号（平成 30 年 6 月 5 日）より引用。
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計画策定の

▶ 市町村の取組から

（２）スケジュールの決定

①おおよその策定時期を定め、逆算して、何をどのタイミン
グで話し合い、いつまでに準備するかを考える
ポイント

②計画策定の手続きについて、どのような方法を選択するの
か、他の計画を策定したときの手順やスケジュールも参考
にする

ちょっと解説
①ゴールとなる計画策定の時期を見据えた上で、逆算してどのタイミングで、どういう事柄につ
いて決めておく必要があるのか。おおよそのアウトラインを最初に定めます。その際、ある程
度計画策定の方法（単体で策定か、他の計画と一体的に策定か）等のイメージを調整・共有し
ておくことが必要です。
計画策定の

②新たに条例制定や審議会設置をするか、既存の合議体を活用するか、議会に諮る必要があるか
等、計画策定にあたっては、複数の方法があります。庁内で他の計画を策定したときの手順や、
他自治体の事例等を踏まえて、検討していくことが有効です。
③次ページで示している例は、まずは市町村計画を策定し、合意形成を図ったうえで、予算を確
保する場合のスケジュールです。必要な予算を確保してから、計画策定に取り組む場合は、財
政当局と調整のうえ、予算編成スケジュールも加味して進めることになります。
※議会で議決する事件は、地方自治法第 96 条に基づきますが、同条に規定される以外のもので、
議決の要否を規定しているのは各市町村の条例等です。当該市町村計画、特に他計画一体型の
場合は計画策定のプロセスに議決が必要かどうかを事前に確認しておき、適切なスケジュール
設定を行う必要があります。
（資料編 p.116 参照）

ポイント！！

広域整備の場合の計画策定の考え方（再掲）

中核機関を広域で設置する場合、各自治体で市町村計画を策定します
中核機関を広域で整備することと、市町村計画を広域で策定することは、分けて考えら
れます。中核機関を近隣の自治体と共同で広域で整備する場合でも、市町村計画はそれぞ
れの自治体で策定します。
この場合、各市町村計画には、どの機関を中核機関とするかを記載したうえで、別途、
中核機関の事業計画等で具体的な取組方針を共有します。その事業計画等をもとに、各自
治体が連携して取り組むことになります。
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▶ 具体例
検討開始当初から、計画策定までを１年９ケ月と目標設定した三豊市の例
（体制整備と一体的に検討）
計画策定のための準備
庁内

庁外

国・県説明会を受けて、地域
包括支援センター専門職同士
H29.6
で情報共有と検討
[スタート]
（審議会の設置の必要性を共有）

ポイント
⇒早期の関係者間での情報共有と見立
て・方針の共有
【横断的計画的な推進に向けたな意思
決定機関の必要性の認識】
⇒当面のゴールの設定
⇒成年後見センターが未設置の中で、首長
申立て等の実績を優先【直営包括の強み】

審議会設立準備会①の開催
※内規に基づく設置
【庁内メンバー】
・福祉事務所 福祉課長
H30.1
[半年後] ・介護保険課長
・地域包括 センター長
【協議】
・法律説明、まちの現状共有

⇒審議会設立準備会の段階から、専門職、
準備会委員として参画
司法関係者が参画
・医師会
（審議会のコア部門形成）
・社協 権利擁護担当
・弁護士会
⇒審議会の位置づけ 地域ケア推進会議
・司法書士会
と連動させる
・ぱあとなあ
・家裁（オブザーバー参加）

H30.3
[９ケ月後]

H30.5
[11ケ月後]

H30.7
[１年後]

地域福祉計画、介護保険事業計
画、障害者福祉計画の改定に合
わせ、いったん成年後見利用促
進について書き込み

⇒地域福祉計画に掲載することで議会等
での進行管理を可能とする

審議会設立準備会②の開催
【協議】
・体制整備についての説明とイメージの共有

⇒審議会設立準備会では、早い段階での
審議会の設置を優先し、協議事項を絞
り込んだ
⇒審議会設立準備会を進める中で、審議
会メンバーの拡大の必要性を検討【高
齢・障害の介護・相談事業所を追加】
⇒機能分散型中核機関の設置をイメージ

審議会設置のための条例策
定検討（庁内調整）

H30.10
議会最終日に条例制定
[１年３ケ月後] （設置条例）
H30.11
[１年4ケ月後]

第 1 回審議会開催

合議体による計画策定
庁内
H30.11
[１年4ケ月後]
H31.1
[１年7ケ月後]
H31.4
[１年9ケ月後]

庁外

ポイント

審議会にて利用促進計画審議
計画素案パブリックコメント
中核機関の設置、市町村計画の策定を目指す
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計画策定の

庁内調整
庶務担当を地域包括に置く

～

（３）現状の確認

①関連する計画等で示されているデータを参考に、権利擁護支
援の必要性を量的に把握することができる
ポイント

②量的なデータとあわせて、ニーズの質的な特徴を把握すると
体制整備の面からも効果的
③把握したニーズについて、社会資源や施策の現状など、市町
村としての対応状況を確認する

ちょっと解説
①介護保険事業計画（日常生活圏域調査）
、障害福祉計画、地域福祉計画等、既存の行政計画等
のなかでも、関連データは蓄積されているので、各担当課に確認してデータを持ち寄ることが
計画策定の

できます。
②地域の民生委員、社会福祉協議会権利擁護担当職員、弁護士・司法書士・社会福祉士・
MSW・PSW・施設職員等、日頃から地域住民や利用者と接している専門職等とのインフォー
マルな形式での意見交換は、地域の現状を知る絶好の機会です。顔の見える関係づくりにもな
り、体制整備に向けた連携・協働の第一歩となります。
③あわせて、自治体における相談窓口、権利擁護に関する専門機関、専門職の活動状況、権利擁護・
成年後見制度関連の施策の現状、将来人口の推移等を把握することで、課題の洗い出しができ
ます。その際、任意後見、保佐・補助類型も含めた成年後見制度の早期利用を念頭においた資
源を把握すると、本人の権利擁護を早期の段階から図る体制整備に活かすことができます。
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▶ 具体例
◇ 家庭裁判所や成年後見制度に関する専門職団体等との連携・協働
成年後見制度利用促進の取組については、ア 家庭裁判所が適切な後見人等を選任することが
できるようにするための方策検討、イ 家庭裁判所から地方自治体への統計数値の提供、ウ 診
断書の様式改訂等が進められており、裁判所と地方自治体との連携を促進させていく方針がとら
れています。
家庭裁判所や成年後見制度に関する専門職団体等との情報共有等については、個々の自治体職
員にとってはなかなか馴染もなく、また、逆に家庭裁判所や専門職団体から見ても、個別の対応
は人員等の関係から物理的に困難な状況にあると思われます。このような情報共有については、
都道府県が、家庭裁判所や専門職団体との連携を図りながら、管内広域での情報共有・交換の場
を設定することでより効果的に取組が進められます。
◇ 現在、よく使われているニーズ調査の項目例〔成年後見制度利用促進ニュースレター第 7 号を参考に作成〕
①調査の対象となる事業者等の例
○
○
○
○
○

高齢者施設
地域包括支援センター
介護支援専門員
相談支援専門員
市町村社会福祉協議会

○
○
○
○
○

日常生活自立支援事業専門員
民生委員
病院、医療機関
金融機関
福祉用具貸与・販売事業所 等

②調査の内容の例
・ 後見類型相当、保佐類型相当、補助類型相当の人数を聞く
※聞く時に、それぞれの類型の人の状態像を説明する必要があります
・ 成年後見制度の利用が必要と思われる状態像を明示して聞く
※状態像の例
・本人の判断能力が不十分であるため、治療や介護・福祉サービスの必要性や契約を理解できず
に、支援が進まない。
・本人の判断能力が不十分であるため、治療や介護・福祉サービスの全部または一部を受け入れない。
・本人の判断能力が不十分であるが、本人名義の土地や建物、有価証券等の資産を有し、その管
理が適切でない。
・本人の判断能力が不十分であるため、商品を次々購入するなど、収入に見合った適切な支出が
できない。家計管理ができない。
・税や保険料、利用料などを現に滞納、又は負債があるが、本人の判断能力が不十分であるた
め、適切に返済等の対応ができていない。
・本人の判断能力が不十分であるため、預金や年金を取り上げられるなど、経済的虐待や金銭搾
取を受けている又はその疑いがある。
・上記以外の虐待（身体的・性的・心理的・ネグレクトなど）を受けている又はその疑いがある。
・本人の判断能力が不十分であるため、消費者被害や悪徳業者につきまとわれている又はその疑
いがある。
・本人の判断能力が不十分であるため、不動産の処分や遺産分割協議、相続などの日常的な金銭
管理を超える法律行為を行えない。
・上記のような課題を抱える可能性はあるが、親や兄弟等が健在であるので、今は特に問題がない。
・本人の判断能力が不十分であるために、その他困難な事情があるが、適切に対応できていない。
※巻末資料編 p.122 に、豊田市のアンケート調査票を掲載しています。
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計画策定の

事業者等に、成年後見制度の利用が必要だと思われる人の数を聞くパターン

参考）権利擁護支援のニーズを概算で把握する例
ニーズは、例えば以下のような数字からも把握することができると考えられます。各担
当部署や相談窓口の持つ情報や、既存の関連計画等の記載も参考になります。
・高齢、障害等各課の首長申立て数の推移
・認知症高齢者数、知的障害者、精神障害者数と推移
・社会福祉協議会日常生活自立支援事業利用者数、成年後見制度への移行者数
・退院、退所等の地域移行の障害者の状況
・虐待を受けた高齢者、障害者等
・生活困窮者自立支援法に基づく相談件数
・75 歳以上の単身の高齢者、或いは高齢夫婦世帯数
・高齢の親と障害のある子どもの世帯数
・消費者被害相談件数

◇都道府県におけるニーズ調査の取組
計画策定の

・検討に向けた広域での場の設定
県内ブロックごとに、自治体間の情報交換を図ったり、成年後見制度に関する専門職団体
等、家庭裁判所との連絡調整を支援しています。【埼玉県、神奈川県】（詳細は、Ⅱ 埼玉県 p.73、神奈川県 p.76参照）
・新潟県・新潟県社会福祉協議会では、協働して、毎年成年後見ニーズ等に係る実態調査を実施。
圏域ごとの実態を把握することで、各地域の計画的な整備に活かしています。（次頁参照）

参考 新潟県社会福祉協議会が平成25年度に実施した実態把握調査の対象・フレームと
家庭裁判所支部別に落とし込んだ潜在的ニーズの状況
（平成25年度時点）
調査の種類

目的

対象等

社会福祉施設・事業所等における成

県内の社会福祉施設・事業所等における成年

県内の福祉施設・事業

年後見制度に関する実態把握調査

後見制度の活用に対するニーズ把握

所等

日常生活自立支援事業利用者にお
ける成年後見制度への要移行状況
調査

日常生活自立支援事業利用者における成年後
見制度の活用に対するニーズ把握

日常生活自立支援事業
における基幹的社会福
祉協議会

成年後見事件に関する実態把握調査

県内における成年後見事件の状況把握

家庭裁判所

専門職後見人団体の活動状況に関
するアンケート調査

県内の専門職後見人団体（会員）の活動状況
の把握

弁護士会、司法書士会、
社会福祉士会

社会福祉協議会における法人後見

県内の市町村社会福祉協議会における法人後

県内の市町村社会福祉

実施状況調査

見への取り組み状況の把握

協議会

成年後見制度利用支援事業等に関
する実態把握調査

県内における成年後見制度利用支援事業等の
実施状況の把握

県内市町村
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資料：
「成年後見制度に関する実態把握調査結果」
（平成 25 年 11 月新潟県社会福祉協議会）新潟県社会福祉協議会 HP より引用

計画策定の

39

（４）課題整理

①把握したニーズに対応する受け皿や、現状の施策の課題を整
理する
ポイント

②課題とともに、既に対応できていることや、うまく機能して
いることについても挙げる
③他の行政計画等で示している「地域の目指す姿」との整合を
図ると、計画の実効性を高めることができる

ちょっと解説
①把握したニーズに対応する受け皿や施策の振り返りを行う上では、庁内の福祉以外の部門や多
職種の専門職も含め、様々な視点で多面的に捉えていくことが大切です。
計画策定の

②国基本計画では、地域の実情に応じて、既にある仕組みを活かした体制整備を行うこととされ
ています。既に自治体内で取り組んでいることの中に、
「中核機関」や「権利擁護支援の地域
連携ネットワーク」の役割を果たしているものもあります。また、最初からすべての役割を担
わなくても、段階的に整備を進めることもできます。
③計画を策定するプロセスを通して、自治体の総合的な計画や地域福祉計画、高齢・障害分野の
法定計画等関連する計画において描かれている地域の将来の姿を、権利擁護支援の側面から手
厚くしていくことにつながります。自治体で策定している他の計画との整合を図ることは、取
組みを着実に進めていくためのポイントです。
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▶ 具体例
◇確認してみよう①！ 既存の協議体やネットワークの運用状況
・既にある仕組みを活用する
例えば、自治体内の現状の取組について、以下のような観点から見直すことが考えられます。

□ 地域包括支援センター等の相談窓口と権利擁護支援の現状
－相談のうち、権利擁護支援や成年後見制度利用が必要と思われるケースは、どの
ような流れで、具体的な支援につながる仕組みになっているだろうか
□ 介護保険における地域ケア会議、協議体、障害分野の自立支援協議会等の権利擁護に
関する協議の仕組みと運用状況
□ 権利擁護センター、成年後見センター等の後見実施機関の設置（既設の有無）・運用
状況（有している機能）
計画策定の

国基本計画 p.9 ～ 10 抜粋
従来の保健・医療・福祉の連携（医療・福祉につながる仕組み）だけでなく、新たに、司
法も含めた連携の仕組み（権利擁護支援の地域連携ネットワーク）を構築する必要がある
ア）権利擁護支援の必要な人の発見・支援
イ）早期の段階からの相談・対応体制の整備
ウ）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

◇確認してみよう②！ わが町の「強み」
不足していることや課題だけでなく、うまく機能していること、資源としての強みなどについ
ても挙げてみる

□ ケース対応について、困った時に庁内外の専門職等に相談できる。
□ ケース対応について、法律職と連携して進めた経験がある。
□ 対象別のパンフレット配布や勉強会の開催などを通じて、権利擁護や成年後見制度に
関する相談窓口を周知している。
□ 地域包括支援センターや社会福祉協議会等の権利擁護に関する相談窓口から、
地域の権利擁護に関する相談の特徴や傾向等について話し合う機会を設けている。
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（５）計画策定メンバーの決定

①司法関係者の関与・参画により、法的な観点から計画を確認
することができる
ポイント

②計画の策定方法（単体の計画として策定するか、地域福祉計
画等と一体的に策定するか）によって計画策定メンバーは
変わる
③自治体内の仕組みや、これまでの前例を参考にする

※本「手引き」では、司法関係者とは、法律関係の学識者、弁護士、司法書士等の法律専門職や
オブザーバーとしての家庭裁判所等をさしています。

ちょっと解説
計画策定の

①計画を策定するプロセスは、
福祉関係者と司法関係者の連携による体制構築の一環といえます。
しかしながら、地域によっては、管内に司法関係者がいないという場合も想定されます。そう
したところでは、例えば専門職団体の都道府県支部に派遣を依頼する、都道府県に仲介を依頼
する等の工夫が考えられます。
②地域福祉計画など、既存の計画と一体的に策定する場合、計画策定メンバーやオブザーバーと
して司法関係者が関与・参画していないケースも想定されます。その場合は、司法関係者にオ
ブザーバーとして参加してもらう、あるいは別途、意見交換等の機会を設定するなどにより、
司法関係者の関与・参画が得られると、法的な観点から計画案をチェックしてもらうことがで
きます。
③国基本計画では、成年後見制度利用促進法第 14 条第 2 項において条例で定めるとされている
審議会その他の合議制の機関を活用し、市町村計画の検討・策定を進めるとされています。具
体的には自治体によって複数の方法が想定されます。自治体内の仕組みやこれまでの前例を確
認します。
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▶ 具体例
◇ 計画策定メンバーの例
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

地域福祉担当部署
福祉総務担当部署
高齢福祉・介護保険担当部署
障害福祉担当部署
生活保護・生活困窮担当部署
地域包括支援センター
障害者相談支援事業所連絡会
居宅介護支援事業所連絡会
弁護士会
司法書士会
社会福祉士会
その他士業団体

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

社会福祉協議会
医療関係団体
福祉関係団体
当事者団体・家族会
学識者
NPO・ボランティア団体
後見実施機関・法人
民生委員
自治会等地域関係団体
金融機関
家庭裁判所（オブザーバー）
その他

◇市町村の取組から
ていないことがあります。その場合は、相談支援専門員や障害当事者団体等にスポット的な参画
を依頼するなど、
当該会議体以外の分野の状況も十分に加味できるような対応が必要です。また、
既存の成年後見センター運営委員会の活用は効果的な手法として位置づけられますが、その場合
も、計画の策定主体である市町村の参画は必須となることに留意が必要です。

◇本事業アンケート結果から

( 市町村 平成 30 年 10 月実施 )

▶既に計画策定に向けた合議体を設置済と回答した 68 自治体の設置方法をみると、最も多
かったのは、
「他の計画策定のための審議会等を活用」で 46％が該当。次いで「体制整
備の合議体と一体的に設置」が 37％、
「計画策定のために設置した合議体」が 15％でした。
▶合議体の設置方法としては、
「内部要綱による設置」が 50％と半数に上りました。次い
で「条例に基づく審議会設置」が 32％、
「地方自治法に基づく付属機関としての設置」
が 9％でした。
▶合議体の参画メンバーとして、成年後見制度に関する専門職団体等（弁護士、司法書士、
社会福祉士等の職能団体）をあげたのは各 50％程度、家庭裁判所の参画は 25％に留まっ
ていました。地域によっては、当該市町村に司法関係者が不在等の理由で、合議体に参
加してもらうことが難しいことも考えられますが、その場合は、前述のような都道府県
による広域での調整等が有効と思われます。
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計画策定の

例えば地域ケア推進会議を活用する場合、司法関係者のみならず、障害部門の関係者も含まれ

（６）市町村計画案の作成

ポイント
※関連して
53 頁を参照

①全国どの地域においても、必要な人が成年後見制度を利用
できるよう、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築
することは、誰もが住み慣れた地域で、尊厳をもってその
人らしい生活を継続することができる地域共生社会の実現
につながるもの
②具体的な施策を計画として策定することで、関係者の合意形
成をはかり、自治体としての方向性を明示することができる

ちょっと解説
①権利擁護支援の地域連携ネットワークの役割を充実させていくことを目標とし、中核機関の具
体的体制整備を考えると、どこから着手すればよいか考えやすくなります。すべての機能を網
計画策定の

羅した体制を一度に整備できない場合も、段階的に体制整備をしていくことを示すことで関係
者・関係機関の協力を得られやすくなります。
②市町村において「チーム」
「協議会」
「中核機関」の整備をどのように具体化していくのか（検
討に入る場合も含めて）書き込んでおくと、国の計画を勘案した権利擁護支援の地域連携ネッ
トワークを構築していることを明示できます。
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ポイント！成年後見制度利用促進の取組状況について皆でチェックしてみよう
※計画策定にあたっては、地域の実情に応じて、地域住民や関係者・関係機関など、様々な意見
を取り入れ、検討することが必要です。
※例えば、下表にあげた成年後見制度利用の状況、成年後見制度についての相談、市町村長申立
て件数について、
複数の方でチェックをしてみてください。なぜそのような回答になったのか、
計画策定メンバーと話し合うことで、課題意識を共有することができます。また、チェックは
各自で判断しても構いませんが、その結果を計画の根拠とするためには、どのようなデータが
必要なのか、協議・検討することになります。

データに基づいて、根拠を 明確化

計画策定の

チェック結果を
参考に

市町村計画
を立案

Q．成年後見制度に関する現在の状況について、チェックしてしてみよう
（次ページに取組方策が記載されていますので、参考にしてください）

成年後見制度利
用の状況

成年後見制度に
ついての相談

市町村長申立て

認知症高齢者数、単身高齢者数、高齢者のみ世帯数の増加
や潜在的後見ニーズと比較して、専門職後見人等の担い手
が少ないと思う。

Ｂ

権利擁護支援や成年後見制度利用に関する相談がない ( 少な
い )。

Ａ

成年後見制度に関する相談が、３年前と比べて増えている。

ＡとＢ

成年後見制度を利用している人（の親族を含む）からの相
談が増えている。

ＢとＣ

市町村長申立てをしても、後見人選任までに時間がかかる。

Ｃ

※上記はあくまで参考のため整理したものです。利用者数、相談数、市町村長申立て件数が多い・少ないと
いうことについて、絶対的な基準があるわけではありません。
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チェック結果

（以下の施策に限定するものではありません。あくまで参考にご覧ください）

A が多かった場合・・・

相談窓口の明示と広報から取り組む

A が多かった自治体は、成年後見制度がよく知られておらず、十分に活用されていない実態
があると思われます。相談数が少ないことは、ニーズがないことを示しているのではなく、相
談できる窓口が知られていない可能性があります。
そのような場合には、次のような取組・施策が考えられます。

目標

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

施策

中核機関の広報機能、相談機能の充実を図る。
・成年後見制度の相談窓口の設置や明示
・相談支援事業所、地域包括支援センター、ケアマネジャー、介護・福祉サー
ビス事業所、医療機関、金融機関等への広報・周知活動

計画策定の

B が多かった場合・・・

受け皿の拡大から取り組む

B が多かった自治体は、成年後見制度を利用したくても、後見人の担い手など、受け皿が不
足しているため、利用できない実態があると思われます。必要な人が成年後見制度を利用でき
るよう、体制整備を図る必要があります。
そのような場合には、次のような取組・施策が考えられます。
目標

成年後見人等の確保・養成

施策

成年後見制度利用促進機能の充実を図る。
・市民後見人の養成と支援体制を整備
・法人後見実施機関の養成に着手

C が多かった場合・・・

受任者調整と後見人支援から取り組む

C が多かった自治体は、成年後見制度の利用や市町村長申立てが行われていますが、より本
人に寄り添った、
利用者がメリットを実感できる制度の運用のための体制整備が求められます。
そのような場合には、次のような取組・施策が考えられます。
目標

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

施策

中核機関の成年後見制度利用促進機能や後見人支援機能の充実を図る。
・受任者調整会議の実施（市民後見、法人後見、専門職後見、親族後見）
・後見人支援体制の整備（市民後見人、親族後見人への支援のための相談会の
実施、連絡会の実施）
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▶ 具体例
◇ 市町村の取組から 他の計画との関係を分かりやすく図示しています。

他の計画との関係性 他の計画の次回更新時での対応の考え方 ( 香川県三豊市 再掲 )
今回策定する基本計画は平成３１（２０１９）年度から平成３４（２０２２）年度までの４か
年です。
今後、高齢者福祉計画、障害者福祉計画及び地域福祉計画の見直しに伴い、本計画を該当する
部分に統合していく予定です。

年度 H30 (2018) H31 (2019) H32 (2020) H33 (2021) H34 (2022) H35 (2023)
計
画

高齢者福祉計画・障害者福祉計画

次期計画

地域福祉計画

次期計画

「三豊市成年後見制度後見制度利用促進基本計画」より引用。
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計画策定の

成年後見制度利用促進基本計画

( ７）意見の聞き取りと反映

①地域の権利擁護支援について、広く地域住民の理解を得て合
意形成を図るため、地域住民からの意見を聴くことが重要
な計画策定プロセスの一つである
ポイント

② 認知症当事者団体や障がい当事者団体、家族会等が、計画
策定メンバーに入っていない場合、当該団体等から成年後
見制度の利用に関係する意見を聞き取り、計画に反映する
③ 自治体の条例や要綱に基づく「パブリックコメント」には、一
定のルールがあることから、策定時期から逆算して設定する

計画策定の

ちょっと解説
①市町村計画に書き込む内容は、判断能力が不十分な住民への支援ですが、そのような人は自ら
発信することが基本的に困難な状態にある場合があります。認知症当事者団体や障がい当事者
団体・家族会等の参画により、意見を聞くことが重要です。具体的には、策定のための合議体
への参画とともに、当事者団体等へのヒアリングや調査を行うことなどが考えられます。
②パブリックコメントやワークショップなど手法はさまざまあり、地域共生社会の実現や地域社
会全体で権利擁護支援を図る観点から、当事者団体等のみならず、広く住民からの意見聴取を
行うことも効果的です。

委員
コラム

市町村計画だからこそ出来る意見の聞き取りと反映の
チャンスを見逃さない
高崎健康福祉大学

社会福祉学科

大口 達也

１．パブリックコメントの課題
市町村計画に関わらず、地域福祉計画や介護保険事業計画等、行政の福祉計画ではパブリック
コメントを行うことが一般的です。しかし、特に何も考えずに、パブリックコメントを実施すると、
以下のような課題が発生することがあります。
・パブリックコメントをインターネットで募集したがコメントがなかった
・いつも同じ個人、関係者・団体からのコメントになってしまう
・多くのパブリックコメントをもらっても、計画に反映しづらい
・計画の内容とは異なったパブリックコメントが寄せられることがある 等
パブリックコメントなど、広く地域住民の意見を聴くことは、市町村計画を策定する上で重要
なプロセスであると同時に、工夫次第で、計画の内容を充実させることが出来るチャンスでもあ
ります。うまく運用するためには、どうしたらよいのでしょうか。
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３．事前に計画の内容を周知及び情報提供することの重要性
意見の聞き取りを【完成間近】に限定せずに、
「策定途中の計画を示して、
意見の聞き取りを行う」
という【策定途中】の発想を持つことが重要です。
「途中の状況を示せない」といった意見が出て
くる可能性がありますが、
「途中の状況だからこそ、意見を反映できる」という利点もあります。
最大の利点は、
「事前に計画の内容を周知及び情報提供することができる」という点です。計画
は PDCA サイクルの P(Plan) に過ぎず、その先に D(Do) があります。
「計画を策定しました」だ
けでは意味がなく、
「計画に沿って、地域住民、関係者・関係団体が対応する」ことが必要になり
ます。そのためには、
「計画の内容を知っている」ことが重要で、
「計画の名前だけを知っている」
では、計画が「絵に描いた餅」になってしまいます。
未完成の【策定途中】だからこそ、不足部分も多く、意見・指摘も多く出てくる可能性があり
ます。計画策定の事務局としては、辛い部分もあるかもしれません。しかし、地域住民や現場の
第一線で対応する関係者、当事者団体からの意見は貴重なはずで、多くの意見を引き出し、計画
の内容を充実させるチャンスにもなります。
４．市町村計画を、自分たち、みんなの計画へ
市町村の成年後見制度利用促進基本計画は、他の福祉計画で「救えなかった人（みんな）
」を救
い出すための計画でもあり、他の福祉計画よりも、具体的なエピソード（事例）が多く挙げられ
ます。エピソードを交えて、意見を聴くことが出来るのが、市町村計画の「強み」です。エピソー
ドが地域住民や関係者・団体から挙げられることもあるはずです。
「印象に残った」
「エピソードを話せた」
「どうにかならないかと思っていたことを言えた」といっ
た経験が、地域住民や関係者・団体の問題意識を高め、
「自分ごと」として市町村計画を考えるきっ
かけになります。
そのような戦略的な伏線があることで、今までの唐突だった【完成間近】のパブリックコメン
トも、
「待ってました」といった反応に変わります。
「みなさんの意見が反映されているか確認し
てください」という一言で、市町村計画の内容を確認するモチベーションも高まるはずです。
以上のように、市町村の成年後見制度利用促進基本計画だからこそ出来る意見の聞き取りと反
映のチャンスがあるので、計画策定時に見逃さないで欲しいと思います。
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計画策定の

２．計画策定のどの段階で、意見の聞き取りを行うか
通常、
「完成にほぼ近い計画を示して、
意見の聞き取りを行う」という考えが一般的です。しかし、
地域福祉計画においては、住民懇談会等のワークショップの手法を用いて、
「計画策定の初期段階
から、意見の聞き取りを行う」ということも実践されています。
意見の聞き取りは、計画策定の様々な段階で行うことが可能で、それぞれの段階で聞き取れる内
容も異なってきます。
【初期段階】どのような計画であるべきか、どのような内容を盛り込むべきか 等
【策定途中】具体的にどのような仕組みで行うべきか、誰がどうするか 等
【完成間近】計画内容は妥当か、計画に不足はないか、全般的な感想 等
ボトムアップ型が望ましい地域福祉計画や障害者計画等は【初期段階】が中心に、内容が法律・
制度に沿わざるを得ない介護保険事業計画や障害福祉計画等は【完成間近】が中心になることが
あります。福祉計画の性質や特徴、また地域特性によって、意見の聞き取り方が変わってくるの
が実際です。
市町村の成年後見制度利用促進基本計画は、他の福祉計画とは異なり、
【策定途中】の意見の聞
き取りを実践できるチャンスが多くあります。高齢者、障害、児童等の各領域において、地域連
携ネットワークや権利擁護関連のネットワークが構築されている場合、そのネットワークを通じて、
または会合において意見の聞き取りを行うことができます。市民後見人養成講座や成年後見制度
の研修会を実施している市町村では、講座や研修会の一環として行うことも一案です。

（８）計画の決定と公表

①策定した計画は、誰でも入手・閲覧できる方法で公表する
ポイント

②必要に応じて、説明の場を設けるなど、対象者に合わせて、
複数の方法で公表するとより効果的

ちょっと解説
①策定した計画は、ホームページに掲載したり、市役所や公民館等に配架したりするなど、いつ
でも閲覧できる状態にし、すみやかに住民に対し公表します。
②特に、権利擁護支援を必要とする当事者やその周辺にいる人々、地域包括支援センターや医療機関、
当事者団体、専門職団体等にも配布を行うとともに、例えば計画の内容について、説明の場を設
けるなどして、計画策定を契機とした新たな関係性づくりを進めていくことも有益です。
計画策定の

③計画策定と合わせて、フォーラムを開催したり、記者クラブに投げ込みをする、市の定例記者
会見で発表するなどの方法をとると、より多くの住民に、発信することができます。
▶ 具体例
◇市町村の取組から

～豊田市の事例 成年後見センター設置に際しての広報戦略～

資料：豊田市提供
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（９）協議会への報告

① 計画の着実な実行のために、年に 1 度～２度、計画の進捗
状況について報告する
ポイント

② その際、権利擁護支援の地域連携ネットワーク全体で把握
される地域課題や、その解決策について話し合っていくと、
多様な対応が選択しやすくなる
③ 協議会は、計画策定メンバーや既存の組織を活かすことが
できる

ちょっと解説
①協議会は、協議会という名称に限らず、以下のような合議体を活かすことができます。

○○市権利擁護支援ネットワーク連絡会（虐待防止ネットワーク委員会を拡大）
金融機関や家庭裁判所など、毎回の出席が難しい関係機関については、協議するテーマに応
じて、オブザーバー参加を求めることも考えられます。
また、既存の複数の合議体で、地域課題を話し合うことも考えられます。一度に集まって会
議を行うことが目的ではなく、チームを支えるために関係機関が協議したり、連携を深めた
りすることが重要です。
②協議会では、中核機関における業務の量的報告だけでなく、具体的実践や事例（個人情報の保
護のため加工が必要）の報告を行うことで、権利擁護支援の具体的イメージを協議会委員の間
で共有することができます。
③協議会委員からも提案や報告ができるようにしたり、グループ協議を取り入れて発表をお願い
したりしていくと、双方向のコミュニケーションとなるため連携が深まり、顔の見える関係を
築くことができます。
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計画策定の

例）○○権利擁護センター運営委員会

▶ 具体例
協議会の開催例（内容例）

【１月の協議会】
○今年度の事業報告
・計画どおりに実施できたかどうか
・データの報告
○実践におけると効果と課題
（連携によって解決できたこと、さらなる連携が求められることを具体的に報告）

【７月の協議会】
○権利擁護支援における地域課題についての検討
［地域課題の例］
計画策定の

・診断書作成をしてくれる医療機関が少ない
・本人情報シートの書き方についての周知の必要性
・障害のある人の地域生活を支える後見人が少ない→法人後見実施機関の養成へ
・身元保証人等がいない人の入院、転居の課題
・Ａ地域で急増している消費者被害と、その対策について
→消費生活部門で開催している地域連携協議会との合同協議会開催企画へ
・成年後見利用後の家族への支援のあり方について→ 8050 問題への対応について
○グループごとに、テーマについて協議し、どのような解決策があるか、
どのような協力が可能かを発表する
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成年後見制度利用促進と包括的な支援体制の構築
○成年後見制度の利用促進の取組を進めることにより、既存の制度・サービスだけでは解決でき
ない課題が顕在化することが考えられます。
○国においては、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域
住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸
ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域
共生社会の実現」を目指しています。地域共生社会の実現に向けては、多様で複雑化する地域
生活課題に対応することが求められます。
○社会福祉法の規定（第 24 条第 2 項）において、社会福祉法人に対して、地域における公益的な
取組の実施が責務として規定されており、社会福祉法人は、社会福祉協議会や地域の関係機関
等と連携して、地域社会の様々な課題に向き合い、縦割りの発想を廃し、制度の枠組みを超えて、
多様で複雑化する地域の生活課題に対応しています。
○その一つの例として、都道府県域において、社会福祉協議会がプラットフォームとなり、複数
の社会福祉法人が人材や資金を出し合って、総合相談を受け付ける体制を整備するなど、それ
○成年後見制度利用促進を通して明らかになった課題について、社会福祉協議会や社会福祉法人
と連携し、協議会で検討し、包括的な支援体制の構築に向けて取り組むことが考えられます。

※「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備について」
（平成 30 年 6 月 19 日「第 135 回市町村職員を
対象とするセミナー」厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室）
（p.2）をもとに一部改変。
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計画策定の

ぞれの地域の実情に応じた取組を展開しています。

なし

なし

事業計画に記載なし

事業計画に記載なし

機成
能年
後
見
制
度
利
用
促
進

後
見
人
支
援
機
能

なし

なし

1

・親族後見人が後見業務を行う
に当たって、相談できる仕組
みがない

・後見ニーズに対応できなくな
る見込みがある。
・候補者を推薦する仕組がない
ため、誰が成年後見人等に選
任されるのかわからない。

・親族後見人の連絡会を開 ・親族後見人の不安や困難を解
催する。
消することができる。

・市民後見人の養成研修を ・後見ニーズに対応できるよう
開始する。
になる。
・候補者を推薦する仕組み ・適切な業務を行う後見人が選
の検討のために、受任者
任されることが期待できる。
調整をおこなっている先
進自治体を視察する。

協議会での報告書式例 ①
【地域福祉計画（2019 年度～2023 年度）
】
国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、社会福祉協議会に権利擁護支援センターを委託し、権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関として、特に広報機能や相談機能を重視した総合的な支援体制を整備
する。
1 年目／ 5
2019 年度 権利擁護支援センター 事業実施状況
2020 年度の方針案
年間
事業計画における記載
取組の実施状況
効果
課題
今後の取り組み方針
期待される効果
・出前講座や研修会を開催し、 ・出前講座を計 10 回開催し、計 ・参加者アンケートでは、約 9
・医療機関からの出前講座の依
・現在実施している出前講 ・市民、関係機関の理解が得ら
権
広
利
報
割が大変勉強になったと回答
頼がない。
成年後見制度や権利擁護支援
300 名が参加した。
座やセミナーは継続す
れることにより、早期に、支
擁
機
した。
る。
の普及、啓発を行う。
援ニーズに気づくことができ
護
能
支
・講座・研修会開催後、センタ
る。
・医療機関向けにチラシを
援
ーに寄せられる相談受理件数
作成し、パンフレットと ・医療機関との連携が深まるこ
の
地
合わせて配布する。
が増加した。
とにより、申立て時の診断書
域
作成に協力を得られるように
連
携
なる。
ネ
・複合的課題を抱える世帯につ
・権利擁護支援センターによる ・相談受付件数 計○件
・関係機関から「早期に相談で
・日常生活自立支援事業や ・連携して対応できることで、
�
相
ト
談
一般相談とともに、専門職団
きるので、安心だ」という反
いての困窮が背景にある相談
電話○件、来所○件、メール○
生活困窮者自立支援事業 世帯のもつ多様なニーズに応え
ワ
機
1
回専門
件（関係機関からの相談が
85%、
や、身元保証に関しての相談
体の協力を得て、週
響を得ている。
ることができるようになる。
の担当者等と合同でケー
�
能
ク
相談を実施する。
市民からの相談 15%）
・住民が、より身近な地域で、
など、成年後見制度利用以外
スカンファレンスを行
の
・専門相談を週 1 回実施した。
の対応も必要な相談が多く、
相談できるよう体制整備する
い、課題を共有して連携
中
核
（専門相談の利用件数 ○件 相
連携強化が必要である
ことができた。
を深める。
機
談全体の約
8％）
・専門相談を通して、専門職団
関
体とのつながりができ、セン
ターの相談員も専門的助言を
得ることができた。

計画策定の
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親族後見人の連絡会を 1 回開催
し、 名の親族後見人が出 し
た。

能 後 ・親族後見人の連絡会を開催す
見 る。
人
支
援
機

内容を追加

前年度の「今後の仕組み方針」から

・市民後見人の養成研修を開催
した。
・受任者調整を行っている先進
自治体 3 カ所を視察。

成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
機
能

・市民後見人の養成研修を開始
する。
・市 申立ての事案について、
候補者を推薦する仕組みの検討
のために、受任者調整を行って
いる先進自治体を視察する。

アンケートでは全員が「大変
」
「今後も 期的に進めて し
い」との回答で、大
であっ
た。

・
所からの数 による
・親族後見人の連絡会の開催につ ・親族後見人の不安や困難
と、当市には親族後見人等が○
いて、 護支援専門員、相談支 を、より解消することがで
人いるが、親族後見人連絡会の
援専門員、
機関、
きる。
開催につ て
されていない
所等から
してもらえるチラ
シを作成し、協力を依頼する。
能 がある。

・15 名を養成中。来年度は、実 ・当市にとって も適した受任者 ・当市にとって も適した受任者 ・受任者調整の仕組みを
を実施
となり、成年後見 調整の仕組みについて検討できて
調整の仕組みについて、市や権
することで、誰が成年後
見人に選任されるのか か
制度の受け を 大することが いない。
利擁護支援センターだけでな
らないという不安を解消す
できる見込み。
く、専門職団体や当事者、
・受任者調整がどのように行われ
ることができる。
所と検討を進める。
ているのか、仕組みや効果につ
いて、
することができた。

協議会での報 書
【地域福祉計画（2019 年度～2023 年度）
】
国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、社会福祉協議会に権利擁護支援センターを委託し、権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関として、特に広報機能や相談機能を重視した総合的な支援体制を整備
する。
2 年目／ 5
2020 年度 権利擁護支援センター 事業実施状況
2021 年度の方針案
年間
事業計画における記載
取組の実施状況
効果
課題
今後の取り組み方針
期待される効果
の相談が なく、出前 ・出前講座の依頼を待つのではな ・
福祉
の事業所、
権
広 ・出前講座や研修会を開催し、 ・出前講座を計 13 回開催し、計 ・参加者アンケートでは、約 9 割 ・
利
報
（う 、医
が大変勉強になったと回答し
成年後見制度や権利擁護支援
00 名が参加した。
講座の効果が
られない。
く、
福祉
の事業所連絡
施 に、権利擁護支援セ
擁
機
療機関で 3 回）
た。
の普及、啓発を行う。
会、施
連絡会等に行って、
ンターの しい 割を
護
能
支
・講座・研修会開催後、センター
・医療機関向けにチラシを作成
しでも時間をとってもらい、
ってもらうことができ
援
し、パンフレットと合わせて
に寄せられる相談受理件数が増
る。
権利擁護支援センターについて
の
地
配布する。
加。
・医療機関からの相談が増
する。
域
加した。
連
携
・専門相談は、前年度に き続き ・
福祉
の職員から「
【親 ・
福祉
の事業所や施 職 ・
福祉
の が課題
ネ
相 ・権利擁護支援センターによる ・相談受付件数 計○件
�
談
電話○件、来所○件、メール
であった。
なき後】のことについて、親は 員との 談会、当事者団体や 族 になっているのか 体的な
一般相談とともに、専門職団
ト
機
・合同ケースカンファレンスを開
どのタ ミン で相談す きか 会との 談会を開催し、成年後見
することができる。
体の協力を得て、週 1 回専門 ○件（関係機関からの相談が
ワ
能
�
相談を実施する。
○%、市民からの相談○%）
催することにより、複合的課題
でいる」と くが、相談が 制度利用や相談についての課題を ・いわ る「身元保証」等
ク
・日常生活自立支援事業や生活 ・専門相談を週 1 回実施した。
ない。
を有している世帯 の対応につ
がない人 の
的支援体
する。
の
中
困窮者自立支援事業の担当者 （専門相談の利用件数 ○件
・合同ケースカンファレンス開催 ・いわ る「身元保証」等がない 制の
に
することが
いて、早期に連携して取り組
核
等と合同でケースカンファレ 相談全体の約○％）
により、いわ る「身元保証」 人 の支援の必要 について検討 できる。
ことができるようになった。
機
関
・合同ケースカンファレンスを
等がない人 の支援の困難 が する。
ンスを行う。
に 1 回開催した。
された。

計画策定の
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（10）計画の見直し

ポイント

①協議会で年度報告を行うことにより、課題意識を共有する
ことができ、計画の見直しにつなげることができる。
② 課題とともに、計画を実行したことの実績、成果についても
報告し、
「できていること」
「強み」を活かした見直しを行う。

ちょっと解説
①権利擁護支援の地域連携ネットワークの段階的、計画的体制整備を実施していくことを示すた
めにも、根拠に基づいて計画見直しの協議を行っていくことが求められます。協議会で、担い
手の育成・活動の促進や、すでに選任されている後見人についての支援について検討していき
ます。
計画策定の

広報機能、相談機能

受任調整・後見人支援

担い手の育成、活動支援
受任調整・後見人支援

専門職後見人

法人後見実施団体

親族後見人

市民後見人

②担い手の育成を考える場合には、
選任後の支援体制が整ってからの選任になると思われるため、
受任者調整や後見人支援体制についても検討することになります。例えば、市民後見人の養成
を行う場合は、選任後の支援体制についても整備し、その状況を家庭裁判所に伝えます。
③次頁から掲載する機能ごとの項目例は、国基本計画や「地域における成年後見制度利用促進に
向けた体制整備のための手引き」
（平成 30 年 3 月）をもとに、機能ごとの取組やデータを整
理したものです。協議会に報告する項目を考える際や、計画見直しの際に次に具体的に何に着
手するかを考える際の参考になります。
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広報機能
広報機能については、以下の項目から機能を評価できると考えられます。
全てに取り組まなければならないということではなく、地域の実情に応じて、段階的に取組
を実施することが重要です。以下は、取組を考える上での参考となる項目例です。
大項目

小項目

実施状況

メリット、留意点を含めた説明
成年後見制度だけでなく
様々な権利擁護支援の仕組みについての説明
配布した枚数、冊数
配布箇所
パンフレット
相談するきっかけになっているか
研修・相談対応で使用できるものになっているか
（制度を説明しやすいか）
回数
受講者数
研修会やセミナー
アンケートの結果
相談するきっかけになっているか
広報（パンフレッ 制度の活用が有効なケースなどを具体的に伝える周知啓発
制度について
の個別説明

法定後見制度の後見類型だけでなく、保佐・補助類型、
任意後見を含めた早期利用を念頭においた内容

弁護士会
広報の際に連 司法書士会
携する各団体
社会福祉士会
その他専門職団体等（
身近な家族・親族
市町村の窓口
主治医・かかりつけ医
介護支援専門員
相談支援専門員
生活保護ケースワーカー
保健師
チームに加わる 精神保健福祉士
関係者への広報 入所先社会福祉施設
（パンフレット
の配布や研修・ 認知症初期集中支援チーム
セミナー開催） 認知症疾患医療センター
医療機関
金融機関
介護サービス事業所
障害福祉サービス事業所
訪問看護ステーション
民生委員・児童委員
自治会

会）

相談を受ける際、この窓口に相談しようと思ったきっかけを記録しておくと、広報活動の評
価の際、役立てることができます。

57

計画策定の

トや研修・セミ
ナー）の内容

相談機能
相談機能については、以下の項目から機能を評価できると考えられます。
全てに取り組まなければならないということではなく、地域の実情に応じての取組を、段階
的に実施していくことになります。以下は、取組を考える上での参考となる項目例です。
大項目

小項目

実施状況

早期の相談（後見類型以外（保佐、補助）の相談が入っ
ているか）

多様な相談者

早期の相談（首長申立て以外（本人や家族等、
任意後見）
の相談が入っているか）
相談者の属性（どの所属からの相談か）
相談者の所属地域（相談が入ってこない地域があるか）
親族からの相談が入っているか

計画策定の

情報の集約

相談者からの情報以外にも、内容に応じて本人や関係
機関から情報収集できているか
必要に応じてケース会議への出席、ケース会議の招集
等によって、情報を集約できているか

判断能力不十分な本人のニーズを分析した上での相談対応
（成年後見制度以外の対応があるか）
（ニーズを解決できる機関、あるいは継続して関わる機
後見等ニーズ 関につなげて、相談を終了することができているか）
の精査

成年後見制度以外の権利擁護支援の対応の検討・説明
必要に応じた専門職からの助言の確保
補助・保佐の活用を考慮した対応
必要なつなぎ先と連携がとれているか
（連携が困難な関係機関はないか）

必要な見守り
体制

地域包括支援センターとの連携
相談支援事業所との連携
民生委員・児童委員、自治会との連携
その他、見守りをしている機関との連携

どの地区からの相談が多いかといった地域ごとの分類や、介護支援専門員や相談支援専門員
といった相談者の属性ごとの分類を記録しておくと、次にどの地域のどのような関係機関に広
報を実施したら良いのかを考えることができます。
連携が必要にもかかわらず困難を抱えている場合には、協議会等で連携体制の構築につい
て検討することが有効です。
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成年後見制度利用促進機能
成年後見制度利用促進機能については、以下の項目から機能を評価できると考えられます。
全てに取り組まなければならないということではなく、地域の実情に応じての取組を、段階
的に実施していくことになります。以下は、取組を考える上での参考となる項目例です。
［担い手の育成・活動の促進］
大項目

小項目

実施状況

都道府県・市町村と関係機関（法人後見実施機関、専
門職団体、家庭裁判所）等の連携による研修・育成
修了者が実務経験を重ねる取組（法人後見業務、見守
り業務、日常生活自立支援事業の支援員業務など）

市民後見人の
研修・育成・ 市民後見人選任後の継続的支援体制の整備
活用

市民後見人養成カリキュラムについての家庭裁判所へ
の説明

選任以外の活躍の場の提供
市民後見人が行うのにふさわしい事案の整理
市民後見人の
受任調整

市民後見人候補者へのアドバイス
市民後見人候補者名簿の作成
法人後見実施機関の育成・活動支援
障害分野で活用できる法人後見実施機関（社会福祉協議

法人後見の担 会、市民後見人研修修了者、親の会等を母体とするＮＰ
い手の育成・
Ｏ法人等）の育成・活用
活動支援

後見監督等による利益相反等への対応を含めた透明性
の確保
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継続的支援体制についての家庭裁判所への説明

受任者調整（マッチング）等の支援
「家庭裁判所が適切な後見人を選任できるよう、本人を取り巻く支援の状況等を家庭裁判所
に的確に伝えることができるようにするための検討」
（国基本計画 p.8）を行います。
「市町村長申立ての適切な実施や、『親亡き後』の障害者の長期にわたる後見等を意思決定支
援・身上保護を重視した運用に変えていく支援体制を早期に整備していく観点」
（国基本計画
p.18）から体制整備を行うため、市町村長申立ての候補者推薦（老人福祉法第 32 条の 2 等を根
拠とする）を行うところから始めている市町村が多くあります。
大項目

専門職後見人
候補者の推薦
市民後見人
の受任調整
（再掲）
計画策定の

親族後見人が
受任できるた
めの支援

家庭裁判所と
の連携

小項目

実施状況

専門職団体（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等）
に対しての後見人候補者名簿の整備を依頼
市民後見人が行うのにふさわしい事案の整理
市民後見人候補者へのアドバイス
市民後見人候補者名簿の作成
後見人になるにふさわしい親族後見人候補者への助言、
専門職へのつなぎ
親族後見人選任後の継続的支援体制
親族後見人への継続的支援体制についての家庭裁判所
への説明
後見人候補者の的確な推薦や後見人への支援を行うこ
とができるための、連携体制の整備

日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行
大項目

関連制度から
のスムーズな
移行

小項目

日常生活自立支援事業等関連制度から成年後見制度へ
移行することが望ましいケースを検討する体制の整備
生活保護受給者を含む低所得者等が後見等開始の審判
の請求が適切に行われる体制の整備（成年後見制度利
用支援事業の更なる活用）

60

実施状況

後見人支援機能
後見人支援機能については、以下の項目から機能を評価できると考えられます。
全てに取り組まなければならないということではなく、地域の実情に応じての取組を、段階
的に実施していくことになります。以下は、取組を考える上での参考となる項目例です。
大項目

小項目

実施状況

市民後見人からの日常的な相談に応じる体制整備
日常的な相談

法的な権限をもつ後見人と、本人に身近な親族、福祉、
医療、地域等の関係者がチームとなって日常的に本人
を見守り、本人の状況を継続的に把握し適切に対応す
る体制の整備
後見人支援のために専門的知見が必要であると判断さ
れた場合に、法律・福祉の専門職がケース会議開催等
によって本人を支援することができるよう、専門職団
体の協力が得られるための体制整備
財産保全を最優先とした硬直的な運用ではなく、本人
の生活状況等に応じた財産の積極的活用等の適切・柔
軟な運用を保障するための体制整備
介護支援専門員
相談支援専門員

チームに加わ
る関係者への
研修
（意思決定支
援、身上保護
を重視した後
見活動が円滑
に行われるた
めの後見人支
援についての
研修）

生活保護ケースワーカー
保健師
精神保健福祉士
入所先社会福祉施設
認知症初期集中支援チーム
認知症疾患医療センター
介護サービス事業所
障害福祉サービス事業所
訪問看護ステーション
民生委員
市町村窓口
専門職

家庭裁判所
との連携

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、ほか
の支援体制への切り替えが望ましいと考えられる場合
の、新たな後見人候補者推薦等や、家庭裁判所との連
絡調整

移行型任意後 任意後見監督人選任の申立てが必要な状態になってい
見契約の発効 る移行型任意後見契約の存在を発見した場合の支援
の必要性への （必要に応じて、ケース会議等を開催し専門職団体の
支援
協力を得る）
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※都道府県単位、家庭裁判
所単位での権利擁護支援
ネットワークの機能にも、
なるものと思われる。

計画策定の

意思決定支
援、身上保護
を重視した
後見活動が
円滑に行わ
れるための
後見人支援

親族後見人等からの日常的な相談に応じる体制整備
→ 不正防止効果にもつながる

不正防止効果
不正防止については、４つの機能が充実していく中での、効果として期待されるものです。
以下は、取組を考える上での参考となる項目です。
大項目

小項目

チームによる
見守りにおけ
る不正防止
の視点

親族後見人等の経済的虐待や横領等の不正行為の兆
候の早期の把握（チームメンバーが、不正があるか
もしれないと感じた時に、どこに知らせればいいか
を知っている）

計画策定の
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実施状況

委員
コラム

成年後見制度利用促進における「想像」と「創造」
豊田市福祉部福祉総合相談課

安藤

亨

成年後見制度利用促進に関する業務を担当しているが、未だによくわからない部分も多
い。ただ、利用促進法の施行、国基本計画ができ加速度的な動きを見せている現状、この
業務において「想像」と「創造」がキーワードになるのではないかと、おぼろげながらに
感じている。
よく「成年後見制度のニーズがない」
、
「市区町村長申立ての対象者がいない」といった
自治体職員の声を耳にする。このことに対して、私自身も関係各位から厳しいお言葉をい
ただく立場でもあり、真摯に受け止める必要があるとは感じるが、今回は自治体職員の現
状を示す声として少しお伝えしたい。
昨今、福祉分野に限らず法制度の新設・改正、専門性・効率性の観点からの委託による
事業運営、又様々なニーズの高まりへの新たな対応等より、自治体職員は庁舎の外に出る
ことや現場の様子を肌感覚で知ることが難しくなっている。言わば行政的な意味でのアウ
トリーチが限定的になってきているともいえる状況である。そういった背景があるが故、
は「成年後見制度のニーズが見えない」といった方が正しい表現ではあると思うが。
）高
齢者・障がい者ともに母数の増加、世帯や親族の人数の減少などの潮流の中で、身寄りの
ない方も増えており、実際に成年後見制度や市町村長申立てのニーズは確実に増えている
が、自治体職員がそれを知らないという現状を示す表現としてはその通りなのである。
このように、ニーズが見えない、そして見に行くことも難しくなっている現状の中で、
ニーズをどう「想像」するか、これが実に重要になってくる。
（まずは、無知の知という
現実を受け止める作業が必要だが。
）住民の苦しんでいる様子、又 SOS の声も出せない
状況をどう「想像」するのか。百聞は一見にしかずという諺があるが、仮に一見できない
ならば百以上聞いてみることが求められてくると思う。そこで、
「協議会」という仕組み
づくりが生きてくるのである。
昨今、自治体職員には様々な施策において協議会づくりが求められており、会議の設置
という手法論に目が行きがちであるが、
「現実を聞き、知ることから始める」
、ひいては自
治体を応援してもらう意味での目的もありながら、協議会を作っていくことが個人的には
重要であると感じる。自治体職員として気になる部分でもある、条例や要綱を根拠に、委
員は誰で、年何回開催でという作業は最終的に付いて回ってくる話であるが、趣旨を主眼
に捉えれば、顔見知りの包括や社協職員とのカウンターでのインフォーマルな雑談も一種
の「協議会」であり、それを重ねて繰り返すところに、自治体職員が進む方向があるので
はないかと思う。
（かく言う私も対話を十分に重ねることができず、
成年後見支援センター
職員から時に叱咤をいただくこともあることは隠さずお伝えしておくが。
）このように、
住民の姿を「想像」する意味から「協議会」に取り組んでいく考え方はどうだろうか。
その後、
「市町村計画」の策定、
「中核機関」の設置に取り組んでいくことになる。その
際は「想像」に加えて、
「創造」が発生してくる。成年後見制度は地域で暮らし続けるた
めの手法の一つであるから、地域での声掛けや民生委員の見守り、サロンといった住民活
動から、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業、認知症初期集中支援チーム、認
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「成年後見制度のニーズがない」といった声は一部正解でもあるといえると思う。
（厳密に

知症疾患センターや医療機関との連携まで、地域で暮らし続けるための支援策・機関とどの
ように「中核機関」が関わっていくのか、そして、それをソーシャルデザインとして「市町
村計画」に落し込んでいくためにどう「創造」を積み重ねていくか、その視点が必要になっ
てくるのである。さらに、生活困窮者支援といった横断的な対応策や地域共生社会の実現に
向けた我が事の地域づくりや丸ごとの相談対応、多機関の連携のベースも同時に「創造」し
ていくことも求められていく。
「創造」は個の支援の中から生まれ、そして魂の入った議論
の中から生まれてくると個人的には考えている。このように、
「創造」という社会への新た
な働きかけを行う作業を共有、議論していく意味からも「協議会」には価値があると思う。
本手引きは市町村計画策定のものであり、委員としてできるだけ自治体職員に寄与できる
ものを作りたいとの想いで取り組んできたが、一方で、市町村計画はアウトプットの一つに
しかすぎないと考えている私も存在する。個人的な所感では計画ができるプロセス、フォー
マル・インフォーマルといった形式を問わない「協議会」での対話に、住民のための取組に
つながる価値があると考えている。
市町村計画策定の中で、
「想像」と「創造」の視点から全国各地で実施されるであろう、
住民目線に立った熱心な議論の中に、皆さんとともに私自身も携わればと思う。
計画策定の
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委員
コラム

「成年後見制度利用促進」について考えること
南会津町役場

舘岩総合支所

町民課長補佐兼総務係長

橘

一明

南会津町では、平成３０年３月２３日に「南会津町成年後見制度利用促進基本計画」を
策定しました。
高齢者見守り事業と地域包括支援センターそして成年後見センターの事業拠点も整備
されました。
策定の背景には、30 年度から町社協に南会津町成年後見センターの運営委託を進める
ため、町基本計画のほか参考となる「法人後見業務マニュアル」と「町長申立てマニュア
ル」が必要と考えました。
町社協は、27 年度から法人後見を始め３年間に４件を受任し、町長申立ての際には町
社協の法人後見を後見人候補者としていました。
町基本計画の策定にあたった社会福祉係は、高齢者福祉・障害者福祉・生活保護と生活
困窮相談・民生委員も担当し、介護保険こそ隣の係ですが、町社協本所と介護事業所の事
務所が役場本庁舎の道路向かいにありワンストップで相談を受けることが可能なうえ、家
ちょうど２９年度は、
「高齢者保健福祉計画・介護保険計画」
、
「障がい者計画」
、
「障が
い福祉計画」が改訂年度で、基本計画を地域福祉計画等の一章として策定する自治体の情
報も聞かれましたが、それら改訂計画の検討組織と情報交換し意見集約をさせてもらいな
がら個別計画として策定しました。
個別計画にするために町基本計画では、後見等が必要な潜在者について 165 客体にア
ンケート調査をし、数値化できました。
また、町基本計画は町社協の法人後見業務監督審査会（要綱による南会津町成年後見セ
ンター運営協議会）を合議制の機関として計画の審査等をお願いし、審査会では後見人の
養成・センターの業務の内容又は町基本計画に掲げた課題と取組みの方向性についてご意
見を頂戴することができました。
諸様式を搭載した分厚い法人後見業務マニュアルと町長申立てマニュアルを策定する
うえでは、専門的なうえ技術的な部分が多く、法テラスの弁護士先生や大学の研究職、家
裁出張所、品川成年後見センターの皆様に原稿の校正などにご協力をいただき、町基本計
画の眼目である「地域連携ネットワーク」のイメージをより強くし、実践的な協力を得る
ことができました。さらに、各専門職団体等が一堂に会した、福島家庭裁判所・郡山支部
の意見交換会に管轄外ではありましたが参加させていただき大変参考になり、町が担う中
核機関の機能や成年後見センターが運営する業務との連携内容を確認することができまし
た。
町が担う中核機関では、広域的な観点での調整、近隣の市町村と連携などのほか、後見
人受任者調整等の支援さらには司法との関わりを強めたいと思いました。
意見公募手続制度（パブリックコメント）を１月 26 日から 2 月 27 日まで実施し、寄
せられた貴重な意見を反映させています。以上が策定の経過概要となります。
この流れで進めるきっかけとなりましたのは、28 年 11 月と 12 月に、品川成年後見セ
ンター所長の齋藤修一氏（29 年 8 月ご逝去）にご来町いただき、
南会津町成年後見センター
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庭裁判所の出張所も役場本庁舎の隣にあります。

構想の薫陶を受けたことによります。心から感謝申し上げます。
成年後見制度利用促進は、内閣府による成年後見制度利用促進会議及び利用促進委員会の
取組みを経て、厚生労働省に成年後見制度利用促進室を設置し、成年後見制度利用促進基本
計画に基づき施策の総合的かつ計画的な推進が図られ、利用しやすく新たな段階を迎え今後
さらに制度理解も進み利用が必要な方に浸透することが望まれます。
町基本計画の策定にご協力いただいた皆様方に改めて心から感謝を申し上げます。
近い将来、中核機関が各市区町村に整備され、単独又は広域的な枠組みのいずれにしても、
司法としっかりタッグを組み認知症高齢者等に対するセーフティネットが機能する社会の実
現を願っています。

計画策定の
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Ⅱ

都道府県編
１．都道府県に期待される市町村支援の内容
本編では、成年後見制度利用促進法や国基本計画の中で書かれている都道府県に期待される市町村
支援の内容を整理するとともに、実際に都道府県が行っている市町村支援の事例を掲載しています。

（１）成年後見制度利用促進法、国基本計画
○成年後見制度利用促進法第 15 条（都道府県の講ずる措置）では、
「都道府県は、市町村が講ず
る措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材
の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
」とされています。
○また、成年後見制度利用促進法第５条（地方公共団体の責務）では、地方公共団体は、基本理念
にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的か
つ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとされています。
家庭裁判所が都道府県を基本単位とする機関であることや、専門性の高い司法に関する施策
や司法関係機関との連携はハードルが高いと感じる市町村も多いこと等を踏まえると、都道府
県は、都道府県全体の施策の推進や、国との連携確保等において、主導的役割を果たすことが
期待されます。

に住んでいても、制度の利用が必要な人が制度を利用できるような地域体制の構築を目指すた

市町村

○都道府県は、国の事業を活用しつつ、市町村と連携をとって施策の推進に努め、全国どの地域
めに積極的な支援を行うことが期待されます。

の

○具体的には、都道府県においては、都道府県下の各地域の連携ネットワーク・中核機関の整備
やその取組状況を継続的に把握するとともに、以下のような支援等を行うことが期待されます。

（厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料（平成 31 年 3 月 5 日）
資料４ 地域福祉課／地域福祉課生活困窮者自立支援室／地域福祉課消費生活協同組合業務室（p.98）より抜粋。）
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（２）本事業アンケート調査結果からみえる、市町村から都道府県への期待
①市町村は、都道府県から複数の内容の支援を受けていると回答している。
平成 30 年 10 月までに、市町村が都道府県から受けている支援内容をみると、
「市町村職員を
含めた関係者の資質の向上に関する研修会等の実施（49.8%）
」
、
「国基本計画等について理解を
深めるセミナー等開催（49.3%）
」等、複数の項目について、4 割から 5 割の市町村が「都道府県
から支援を受けている」と回答しています。

平成 30 年 10 月までに、市町村が都道府県から受けている支援内容
（※「受けている」という回答のみ抜粋。
）
0
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ア.市町村からの相談に対応できるような支援体制
の構築

40

100

(%)

49.3

ウ.管内地域のﾈｯﾄﾜｰｸ･中核機関の整備状況やその
取組進捗状況に関する継続的な把握､情報提供

44.1
46.3

エ.市町村間の情報共有･情報交流の場の設定
オ.管内地域における権利擁護･成年後見ﾆｰｽﾞの把
握､情報提供

17.4

市町村

8.6

キ.成年後見等の担い手の確保(市民後見人の研修･
育成､法人後見の担い手の確保等)

17.7

の

ク.市町村職員を含めた関係者の資質の向上に関す
る研修会等の実施

49.8
42.3

ケ.家庭裁判所との情報共有･情報交流の場の設定
コ.家庭裁判所や社協､専門職団体等と連携した説
明会の実施や具体的方策の検討
サ.ﾆｰｽﾞ調査のための共通ﾌｫｰﾏｯﾄ等の提供

80

26.2

イ.国基本計画等について理解を深めるｾﾐﾅｰ等開催

カ.管内地域における社会資源(担い手)等の充足状
況の把握､情報提供

60

31.0
2.7

市町村（n=1,091）

※回答結果の詳細は、
『「成年後見制度の利用促進を目的とした市町村計画策定支援のための調査研究事業」報告書』
（平成 31（2019）年 3 月、一般財団法人 日本総合研究所）を参照。
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②市町村から都道府県に対する期待は大きい。
今後、期待する都道府県からの支援内容については、選択肢のすべての項目で期待度が高くなっ
ています（期待度「高」と「中」の合計値が、すべての項目で 8 割を超えている）
。

今後、期待する都道府県からの支援内容（期待度）
0%
ア.市町村からの相談に対応できるような支援体制の構築

20%

10.4

40%

60%

41.1

80%
44.9

イ.国基本計画等について理解を深めるｾﾐﾅｰ等開催

9.0

ウ.管内地域のﾈｯﾄﾜｰｸ･中核機関の整備状況やその取組進
捗状況に関する継続的な把握､情報提供

8.2

45.1

43.4

エ.市町村間の情報共有･情報交流の場の設定

8.9

45.5

42.2

54.7

32.9

オ.管内地域における権利擁護･成年後見ﾆｰｽﾞの把握､情報
提供

11.1

カ.管内地域における社会資源(担い手)等の充足状況の把
握､情報提供

12.7

48.1

35.5

キ.成年後見等の担い手の確保(市民後見人の研修･育成､
法人後見の担い手の確保等)

13.0

45.5

37.9

ケ.家庭裁判所との情報共有･情報交流の場の設定

9.1

コ.家庭裁判所や社協､専門職団体等と連携した説明会の
実施や具体的方策の検討

8.3

サ.ﾆｰｽﾞ調査のための共通ﾌｫｰﾏｯﾄ等の提供

低

47.2
48.9
44.3

13.1
中

47.5
⾼

42.0
38.6
44.1

の

7.1

40.1

市町村

ク.市町村職員を含めた関係者の資質の向上に関する研修
会等の実施

45.4

100%

35.2

市町村（n=1,091）

※回答結果の詳細は、
『「成年後見制度の利用促進を目的とした市町村計画策定支援のための調査研究事業」報告書』
（平成 31（2019）年 3 月、一般財団法人 日本総合研究所）を参照。
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２.

都道府県が行っている市町村支援の例

本稿では、ヒアリング調査から得られた各都道府県・都道府県社協による市町村支援の例を紹
介します。
いずれも、今後、多くの都道府県が市町村支援を行うにあたってのヒントを学ぶことのできる
事例です。ご活用ください。
＜ヒアリング調査から聞き取りを行った都道府県が行っている市町村支援の例＞
本手引きにおける項目
（国資料※の項目との対応関係）
・市町村や中核機関への専門的助言体
制の整備

国が示している「都道府県の役割
（市町村への広域的支援）」※

自治体名

・市町村や中核機関への専門的
北海道・北海道社会
助言（家裁や専門職団体との
福祉協議会
連携を含む）

埼玉県・埼玉県社会
・家裁支部単位、保健福祉圏域での連 ・家裁支部単位での連絡会議の 福祉協議会
絡会議や勉強会等の開催
開催
神奈川県・神奈川県
社会福祉協議会
・市町村申立てに関する研修、
マニュア
ル等の作成

該当ページ
p.71
p.73
P.76

神奈川県・神奈川県
社会福祉協議会

p.79

・市町村職員や中核機関職員等 静岡県・静岡県社会
の研修
福祉協議会

p.80

静岡県・静岡県社会
福祉協議会

p.82

・広域での整備が考えられる自治体間 ・広域設置が考えられる自治体 宮崎県・宮崎県社会
での勉強会等への支援
間での勉強会開催
福祉協議会

p.85

・広域での整備が考えられる市町村や
当該地域への働きかけ、個別訪問、
情報提供

p.87

・市町村職員や中核機関職員等の研修

－

・広域での整備が考えられる市町村や
当該地域への働きかけ、個別訪問、
情報提供

－

－

宮崎県・宮崎県社会
福祉協議会

※「都道府県の役割（市町村への広域的支援）
」
（
「厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料（平成 31 年 3 月 5 日）

市町村

資料４（p.98）
」
（本手引き p.67 掲載図）
）
※本手引きでは、多くの都道府県にとって参考になると考えられる取組を掲載しています（すでに多くの都道府県で取
り組まれていると考えられる取組例は掲載していません）
。

の

70

（１）北海道・北海道社会福祉協議会

「市町村や中核機関への専門的助言体制の整備」の例：
「北海道成年後見バックアップセンター立ち上げ構想」

「北海道成年後見バックアップセンター立ち上げ構想」のポイント
○ H14 年度から、北海道と道社協が一体となって、道内の権利擁護支援体制および人材
育成を進めてきた。
○ H30 年度から、これまで個別に取り組んできた支援（研修や費用補助等）を一体的に
進めている。
○ H31 年度からは、
「北海道成年後バックアップセンター」
を立ち上げ、
成年後見センター
の立ち上げや困難事例に対する相談体制構築を想定している。

□「北海道成年後見バックアップセンター立ち上げ構想」の概要 □
・H14年度から、北海道と道社協が一体となって行ってきた個別の事業を通じた支援（研修や費
用補助等）や課題等をふまえ、今後そうした事業を一体的に執り行うことを通じて、道全体
の権利擁護支援体制の整備をめざす。

【参考：これまで行ってきた主な取組（道主催、道社協主催を問わず）】
※名称は一般的なものに置き換えて記載している。
・地域における権利擁護システム構築セミナー（日常生活自立支援事業や成年後見制度を含
～）
・成年後見センター担当職員研修（H30年度～）
・成年後見センター等連絡会議（成年後見センターの立ち上げや運営における相談、意見交
換等）（H30年度）
・成年後見制度関係事業助成（成年後見センターの立ち上げに関し必要となる経費を負担
（50万円／回、1回限り））（H30年度～）
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の

・成年後見制度に関する市町村別の取組状況等に関する実態把握 （H24年度～）

市町村

めた、地域の権利擁護に関する一体的な体制整備の促進を目的とした事業。）（H14年度

北海道成年後見バックアップセンター立ち上げ構想
○北海道成年後見バックアップセンター運営委員会の新設
【委員会機能】
・センター各事業企画への助言
・成年後見制度出張相談事業に寄せられた相談内容の分析・検証
・成年後見制度・成年後見利用促進基本計画等の制度政策に関する最新動向の集約
・成年後見制度を含む権利擁護に関わる調査研究機能
・その他
＜委員想定メンバー＞
－法曹関係専門職
－福祉関係専門職
－学識経験者
－市町村成年後見センター等関係者
－行政関係者
－その他
○成年後見出張相談事業の新規実施（詳細は検討中）
【相談対象】
・市町村社協が運営する成年後見センター関係職員や成年後見制度利用促進関係業務
を担当する市町村行政職員
【想定される相談内容】
・中核機関の設置検討を開始するが、進め方がわからない。
・成年後見利用ニーズ把握の方法がわからない。
・関係機関との連携の方法がわからない。

等

【想定される相談への対応方法】
・検討中。
市町村

※ヒアリング調査資料より

の

ポイント！

道全体の権利擁支援護体制の整備と
バックアップをめざしている
○北海道成年後見バックアップセンター運営委員会新設
・法曹関係者、福祉関係者、学識経験者等による委員会を設置し、成年後見センターの設置運
営に向けた相談や、困難事例への相談に対応することを通じて、道全体の権利擁護支援体制
の整備とそのバックアップをめざしている。
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（２）埼玉県・埼玉県社会福祉協議会

「家裁支部単位、保健福祉圏域での連絡会議や勉強会等の開催」の例：
「埼玉県成年後見制度利用促進協議会」

「埼玉県成年後見制度利用促進協議会」のポイント
○家庭裁判所の支部ごとに「地区協議会」を設置し、地区ごとに成年後見制度利用促進
体制の整備をめざしている。
○自治体や部署を超えた市町村職員間で、お互いに相談できる関係づくりを進めている。
○県と県社協が一体となって、事務局担当市町村へのサポートと負担軽減のための支援
をしている。
○市町村は、地区協議会に参加することにより、取組の推進、関係部署や議会への説明
に役立てている。
□「埼玉県成年後見制度利用促進協議会」の概要 □
・将来的に埼玉県の高齢者人口や認知症高齢者数が増加することから、埼玉県ではH23.2に、
成年後見制度の周知・利用拡大、関係機関の情報共有等を目的とした「埼玉県成年後見制
度関係機関協議会」を設置した。成年後見制度利用促進法の成立や国基本計画の策定によ
り、都道府県の役割として、広域での中核機関の設置・運営、家庭裁判所や専門職団体と
の連携などが提示されたことを受けて、従前から取り組んでいた当協議会を発展させるか
たちで、H30.5.31に「埼玉県成年後見制度利用促進協議会」を設置した。

・成年後見制度に関する市町村別の取組状況等に関する実態把握調査
・成年後見制度市町村長申立て担当職員研修（H22年度～）
・埼玉県成年後見制度関係機関協議会の設置（H22年度～）
・市民後見推進研修（市町村職員、社協職員）（H24年度～）
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※名称は一般的なものに置き換えて記載している。

市町村

【参考：これまで行ってきた主な取組（県主催、県社協主催を問わず）】

「成年後見制度利用促進協議会」
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（埼玉県からの提供資料）

○県協議会内に地区協議会（家庭裁判所の管轄割：7 地区）を設置しようと考えたきっかけ
・現状、成年後見制度の利用促進を担当する職員が少ない当分野で、地区協議会内での情報共
有や課題分析、推進方策の検討などを行うとともに、未時間関係者同士がお互いに協力でき
市町村

る関係づくりが必要と考えた。

の
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ポイント！

①県と県社協が、事務局担当市町村を個別訪問している
②県と県社協が、事務局担当市町村の負担軽減を図るためのサポートをしている
○県、県社協の役割
・設置に向けた説明
－県と県社協が一緒に、地区協議会の運営要領案や、地区協議会の進行案、進め方のイメー
ジ資料などを用意して、事務局担当市町村を個別に訪問して説明。
－市町村社協、専門職団体、家庭裁判所等に対し、当協議会に関する説明と協力を求める。
・運営支援
－事務局担当市町村を個別訪問し、第1回協議会の進行について打ち合わせ。
－地区協議会の運営方針の決定
＊地区内の市町村間で、持ち回りで担当する。開始年度は家裁支部設置市。
－運営協議会での配布資料の準備
＊地区内市町村、県と県社協、家裁支部、専門職団体地区支部のそれぞれの連絡先一覧
＊地区別「成年後見制度利用状況等調査」結果
－開催に向けた構成団体への依頼（事務局市町村の負担軽減への協力を依頼）
＊「謝金・交通費は出せないこと」、「会議資料はメールで送るので、各自印刷・持参して
出席してほしいこと」など。
・地区協議会では、県、県社協、家庭裁判所はオブザーバーとして出席している。

○地区協議会を設置したことによる主な効果（※県、県社協に寄せられている声）

専門職団体

※参考：資料編（p.128 ～ 129）参照。
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同じ地区にいながら行政や社協の方と話す機会が少なかったの
で、地区協議会への参加を機に、顔の見える関係づくりができた。

市町村

市町村職員

地区協議会への参加を通じて、成年後見制度利用に関する取組の
促進につながった。
・自分たちが取り組む必要性の理解
・市町村計画策定や中核機関設置に向けて検討を開始することの理解
・担当部署の決定
・庁内（上司、関係部署、議会）に説明する材料の共有
H30 年度内に、全 7 地区で地区協議会が立ち上がった。

（３）－１．神奈川県・神奈川県社会福祉協議会

「家裁支部単位、保健福祉圏域での連絡会議や勉強会等の開催」の例：
・「成年後見制度に関する意見交換会」
・「成年後見に関する家裁との連絡協議会」
・「市町村困難事例検討会」

各種連絡会議や勉強会等のポイント
○従前取り組んでいた家裁支部単位や保健福祉圏域における意見交換会、協議会を発展
させ、出席者間の関係構築や、成年後見制度、権利擁護支援に関する理解促進を積み
重ねている。
○市町村や市町村社協、家庭裁判所や専門職団体いずれにとっても、より身近な地域で
関係性を構築することにつながっている。
○県と県社協は連携・協力しながら、こうした地域別、対象別の何層にもわたる関係構築や、
成年後見制度、権利擁護に関する理解促進の機会を通じて、これらの取組から得られた
成果や寄せられた意見を事業内容に反映させ、バージョンアップを行っている。

【参考：これまで行ってきた主な取組（県主催、県社協主催を問わず）】
※名称は一般的なものに置き換えて記載している。
市町村

・成年後見制度に関する市町村取組状況調査（H17年度～）
・県社協による「かながわ成年後見推進センター」の設置（H22年度～）
・市民後見人の養成（H24年度～）

の

・「神奈川県における市民後見人養成のあり方について」（最終報告）のとりまとめ
（平成26年4月）

76

□ 各取組の概要 □
○成年後見制度に関する意見交換会
・開始年月：H18年度～
・背

景：保健福祉圏域ごとに、成年後見制度に関する市町村や市町村社協の取組状況や地域課題
等の情報共有を図ることを目的して開催。平成30年度からは、成年後見制度利用促
進の動向をふまえ、専門職団体との関係づくりを目的に加え、試行的に法律・福祉
の専門職団体と家庭裁判所にも出席を依頼した。

・対

象：市町村、市町村社協、県、県社協

・実施形態：年4回（保健福祉圏域ごとに各1回）
・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）
他市町村の成年後見制度の取組状況について把握できる。家庭裁判
所や法律・福祉の専門職団体からの助言により、成年後見制度に関
する日頃の疑問点を解消できる。
市町村職員

市町村の状況を理解できる
機会となっている。
専門職団体

⇒

市町村職員、専門職団体双方にとって、相互理解の機会となっている。

⇒

各保健福祉圏域単位で開催することから、市町村職員、専門職団体双方にとって、
より身近な地域で関係性を構築することができる。

○成年後見に関する家庭裁判所との連絡協議会
・開始年月：H25年度～
・背

景：当初は市民後見人の選任に向けて家庭裁判所と協議する機会を設けていたが、市民後見
を変えている。平成29年度からは、市町村職員から申立て先の家裁支部職員とも関係を

・対

象：市町村、市町村社協、家庭裁判所、県、県社協

・実施形態：年3回
・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）
首長申立てや法人後見の実務に関する疑問に対し
て、家庭裁判所の見解を知ることができる。
市町村職員

⇒「人事異動により、首長申立ての手続きが引き継がれない」などの市町村職員
の声を受けて、
「成年後見制度市町村長申立てマニュアル 2013（ホームペー
ジ版）
」
（H25.7）の作成にもつながっている。
http://www.knsyk.jp/s/shiryou/pdf/kouken_sityousontyoumousitate_manual2013_hp1.pdf
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の

構築したいとの意向を受け、家庭裁判所本庁に加え、支部職員への出席も依頼している。

市町村

人の選任が進んでいることや、成年後見制度利用促進の動向等をふまえて徐々にテーマ

○市町村困難事例検討会
・開始年月：H24年度～
・背

景：当初は「成年後見制度事例検討会」という名称だったが、「成年後見制度市町村長申立て
マニュアル2013（ホームページ版）」（H25.7）を作成したことから、徐々に、権利擁護を
含めた困難事例の検討会を行う方向に変化していった。現在は、市町村職員が直面してい
る困難事例の提供を依頼し、提供された事例をもとに、成年後見制度等の利用のポイント
や困難事例への対応の仕方等について、弁護士から助言を得る機会となっている。

・対

象：市町村、弁護士、県、県社協

・実施形態：年5～6回（保健福祉圏域ごとに1～2回）
・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）
実際の事例をもとに、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用
のポイントや困難事例への対応の仕方等について、弁護士から法的
助言を得る機会となっている。あわせて、出席している市町村間で
の課題解決に向けた情報交換の機会ともなっている。
市町村職員

⇒

参加する市町村職員の知識や経験に違いがあることから、多く寄せられる疑
問と家庭裁判所による回答を整理して回答をとりまとめた、
「成年後見制度市
町村長申立て Q&A」
（平成 27 年 7 月）の作成にもつながっている。
http://www.knsyk.jp/s/seinenkouken/pdf/30seinenkouken_qa.pdf

市町村
の
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（３）－２．神奈川県・神奈川県社会福祉協議会

「市町村申立てに関する研修、マニュアル等の作成」の例：「成年後見制度セミナー」

「成年後見制度セミナー」のポイント
○ H17 年度から市町村職員を対象に首長申立ての促進を図る目的で取り組んでいた「成
年後見制度セミナー」の受講対象を、H30 年度から地域包括支援センター職員、障害者
相談支援事業所職員にも拡大させ、関係者による制度への理解促進、関係者間の相互理
解の促進を進めている。
□各取組の概要□

ポイント！

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所にも受講対象を拡大し、
相互理解を深めることに寄与している
○成年後見制度セミナー
・開始年月：H17 年度～
・背

景：市町村職員の制度への理解を深め、首長申立ての促進を図るという目的を第一としながら
も、国基本計画において都道府県の役割のひとつとして「市町村職員を含めた関係者の資質
の向上に関する施策等」が明記されたことを受けて、H30年度からは日常的に首長申立てに
関係する機関の職員の首長申立てに関する理解を深めるため、受講対象を拡大した。
象：市町村、市町村社協、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、県関係課

・実施形態：年 2 回（初任者編、現任者編各 1 回）

の

・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）
首長申立てに関する実務を学ぶことができる。

市町村職員

・なかなか成年後見制度について学ぶ機会がないこと
から、職務として学ぶ機会を得ることができる。
・首長申立ての流れを知ることで、申立てまで時間が
かかること学んでいる。

⇒市町村職員、地域包括支援センター職員、障害者相談支援事業所職

地域包括支援センター職員
障害者相談支援事業所職員

員それぞれにとって、相互理解の機会となっている。
※参考：資料編（p.130）参照。
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市町村

・対

（４）－１．静岡県・静岡県社会福祉協議会

「市町村や中核機関職員等の研修」の例：
・「分かりやすい成年後見制度テキスト」と説明しやすいパンフレット
の作成、パンフレットを活用した説明手法を検討
・「福祉関係者等への理解促進研修」

テキスト及びパンフレットの作成・活用、「福祉関係者等への理解促進研修」のポイント
○特に福祉関係者への成年後見制度に対する理解促進を進めている。
○「分かりやすい成年後見制度テキスト」と説明しやすいパンフレットを作成して、研修
で活用するとともに、静岡県社協 HP で広く公表し、普及啓発につなげている。
○研修対象を特別支援学校教員等にも広げ、成年後見制度の対象者が利用する機関の関係
者に対する制度の理解を進めている。

【参考：これまで行ってきた主な取組（県主催、県社協主催を問わず）】
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□各取組の概要□
○「分かりやすい成年後見制度テキスト」及びパンフレットの作成
・背景：H29.7に県社協が実施した「成年後見制度に関する実態把握調査」の結果を通じて、特に
福祉関係者の成年後見制度に対する理解促進の必要性が明らかとなったことから、H30年度事
業として実施。
・成年後見制度理解促進検討委員会の設置：専門職団体、施設団体、支援者団体、当事者団体か
ら推薦いただいた計12人及び家庭裁判所（オブザーバー）から成る委員会を設置し、作成全般
に係る意見をいただいた。
・ワーキンググループの設置：上記委員会から選出した5人から成るワーキンググループを設置
し、テキストとパンフレットの具体的な内容を検討した。
・事前ヒアリングの実施：施設職員や当事者団体のメンバーに対し、成年後見制度に関して分かり
づらい点や、どんなものがあれば説明しやすいか等の意見をヒアリングし、テキスト及びパンフ
レットの作成に反映させた。

○福祉関係者等への理解促進研修の実施
・目

的：「分かりやすい成年後見制度テキスト」を使った成年後見制度の概要説明と、
パンフレット及びテキストの有効な活用方法について学ぶ。

・対

象：社会福祉事業所職員、地域包括支援センター職員、市町行政職員、市町社会福
祉協議会職員、特別支援学校教員 等

・実施形態：県内４か所で各１回
・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）
・とてもわかりやすいテキストとパンフレットなので、職場内の研
修や勉強会で利用し、多くの職員に制度を理解してもらいたい。
・首長申立の重要性に気付くことができた。
市町村

市町村職員

の

とても詳しくていねいで分かりやすい研修会でした。職
場に戻り少しでも多くの職員に伝達し、幅広く知ってい
ただくこと、興味を持っていただくこと、もっと知りた
いと思っていただける人が増えるように対応したい。
特別支援学校教員

・分かっているようで分かっていなかったことが多い
ことに気付くことができて良かった。
・裁判所等、とてもハードルが高い制度だと思ってい
たが、わかりやすい説明で、少し身近に感じること
ができた。

福祉事業所職員

※参考：資料編（p.131 ～ 133）参照。
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（４）－２. 静岡県・静岡県社会福祉協議会

「広域での整備が考えられる市町村や当該地域への働きか
け、個別訪問、情報提供」の例：
＜成年後見実施機関未設置市町村への支援＞
・「成年後見実施機関広域設置研修」
・「成年後見実施機関設置・運営相談事業」

各種事業のポイント
○県と県社協が一体となって従前から取り組んでいた、家裁支部単位における広域での市
民後見人の養成及び活動支援の体制づくりに向けた支援をふまえ、H29 年度からは成年
後見実施機関未設置市町に対し、成年後見実施機関を広域で実施するための支援事業を
立ち上げた。
○「成年後見実施機関広域設置研修」
（県社協への委託事業）では、広域での取組を検討
する研修を前期と後期に分けて実施し、中間に各組織に持ち帰って検討する期間を設け、
各自治体・各市町社協で十分に検討する時間を設けた。
○上記研修のフォローアップも含め、相談事への対応は「成年後見実施機関設置・運営相
談事業」
（県社協への委託事業）で受け止め、上記事業と両輪で成年後見実施機関の設
置に向けた支援を行った。

□各取組の概要□

市町村

ポイント！

の

・地域の状況に応じた支援を行っている。
・県や県社協が主導することで、市町は取りかかりやすい。
・各地域を個別に訪問することで、組織内での説明を補強できる。

○成年後見実施機関広域設置研修、成年後見実施機関設置・運営相談事業
・開始年月：H29 年度～
・背

景：市民後見人の養成及び活用の体制づくりや、権利擁護支援における地域連携ネット
ワークの構築など、市町における成年後見制度の利用促進の体制整備について、
近隣市町との連携による取組を支援

・対

象：成年後見実施機関未設置地域：4 地区

・実施形態：地域ごとに年 2 回（前期、後期）
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より詳細に
（下のスライドで説明）

成年後見実施機関設置・運営相談事業の活用
市町行政・社協を対象とする相談窓口を県社協に設置
・個別の取組支援、 ・広域実施の調整、 ・家裁・専門職等との連携支援

83

の

※成年後見制度利用促進係る都道府県担当者会議資料（H30.10.3) より。

市町村

【活用方法】
•成年後見実施機関広域設置研修の前後に、事業実施に向けた下地
づくりのため、社協間の会議等を開催
•社協内の方針決定を支援するため、市町社協の担当職員と共に、役
員等に事業説明を実施
•行政内の方針決定を支援するため、行政の担当職員と共に上司への
事業説明を実施、併せて市町社協の役割・財政援助等の必要性など
を代弁
•行政と社協間の話し合いの場に、アドバイザー・交通整理役として同席
し、合意形成を支援

・対象の状況に応じた支援：
－パターン①グループ内に「単独で実施予定」の自治体がいたケース
－パターン②複数の自治体間で広域実施の方針だけ決まっていたケース
－パターン③市民後見人養成等に消極的な自治体が集まったケース
・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）

A 地区職員

市民後見人の養成や活動の場づくりの必要性は理解
していたが、単独自治体で進めることも、自分たち
が主導になることも難しく……。県と県社協が主導
してくれたことで取りかかりやすかった。
上司への説明の際、県と県社協で個別に訪問、同席して、
制度や市町社協の役割について説明を補強してもらうこ
とで、上司に制度等に関する理解を深めてもらえた。

市町村
の

84

B 地区職員

（５）－１. 宮崎県・宮崎県社会福祉協議会

・「広域での整備が考えられる自治体間での勉強会等への支援」
・
「市民後見人の養成の推進」
・
「法人後見の立ち上げ推進」の例：
「権利擁護人材育成・資質向上支援体制づくり事業（法人後見受任体制整備事業）」

「権利擁護人材育成・資質向上支援体制づくり事業
（法人後見受任体制整備事業）」のポイント
○県と県社協が一体となって従前から成年後見制度の利用促進に向けた取組を展開させ、
県内どの地域でも成年後見制度を利用できる体制を整備すること、継続的に事例への関
与の重要性を鑑み、法人後見受任体制整備事業を進めている。
○ H30 年度から、法人後見を担う一般社団法人職員等にも受講対象を拡大した。
○ H30 年度から、広域で法人後見受任体制整備や地域連携ネットワークの整備を進める
市町村間で行う勉強会等への支援も開始した。

【参考：これまで行ってきた主な取組（県主催、県社協主催を問わず）】
※名称は一般的なものに置き換えて記載している。
・高齢者を支える成年後見制度活用支援事業（H20年度から市町村、地域包括支援センター
に対する支援の一環として取り組んできた高齢者虐待防止の取組を通じて、経済的虐待へ
の対応策として成年後見制度の利用を進めるという観点から、既存事業を発展させるかた
ちでH24年度に当事業を開始。H25年度以降は高齢者権利事業の中で取組を継続実施。）
度～、県内における法人後見受任体制整備を目的とした事業を開始。）
・高齢者権利擁護支援事業（高齢者総合支援センター（県社協）委託）（H24年度～）
る相談に応じる。
－実務研修会の開催：成年後見制度の活用や手続等に関する実務研修会を開催。
－成年後見制度の啓発（出前講座）：高齢者権利擁護（高齢者虐待防止、成年後見制度の
活用）を推進し、広く県民に学習機会や情報を提供するため、団体・グループ等を対象
に出前講座を実施。
・成年後見制度に関する市町村別の取組状況等実態把握調査等の実施（H26年度～）
※成年後見制度利用促進係る都道府県担当者会議資料（H30.10.3)より。

※参考：資料編（p.134 ～ 135）参照。
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の

－相談対応・支援：市町村等からの成年後見制度の活用や市町村長申立ての手続等に関す

市町村

・権利擁護人材育成・資質向上支援体制づくり事業（法人後見受任体制整備事業）（H27年

□各取組の概要□

ポイント！

事業や支援の対象を拡大することを通じて、
県内全域の法人後見受任体制の整備を進めている。
○権利擁護人材育成・資質向上支援体制づくり事業（法人後見受任体制整備事業）
・開始年月：H27年度～地域医療・介護確保総合基金を活用し、県内における法人後見受任する
ための体制整備を開始。
・目

的：成年後見制度の担い手不足の実態や市民後見人選任の実績がない実態を踏まえ、長期
的に見て、県内どの地域でも成年後見制度を利用できる体制を整備する必要性ととも
に、事例への関与の継続性を考え、県として法人後見受任体制および関与する人材育
成に取り組むこととした。

・主な取組：
－市民に対する法人後見支援員養成研修
－社協職員等に対する法人後見専門員研修
－広域的な整備に取り組む市町村への補助（H30年度～）
※社協職員等に対する法人後見専門員研修：
－地域医療・介護確保総合基金を活用。
－H30年度～、法人後見を担う一般社団法人職員等にも受講対象を拡大。
※広域的な整備に取り組む市町村への支援：地域医療・介護確保総合基金を活用し、中核機関の
設置や地域連携ネットワークの整備を広域で進める場合、市町村職員間の認識の共有が重要な
ことから、当該自治体間での勉強会等を進める場合に補助を付与。また、広域での担い手確保
を目的とした地域住民等に対する市民後見人等に関する普及啓発等の取組に対しても補助を付
与する。
・当取組を開始したことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）
市町村
の

市町村職員

【研修を受講した市町村職員による感想】
・行政も社会福祉協議会による後見センターと一緒に取り組みながら役割分担をして利用者本位の支
援をしていかなければいけないと思った。
・法人後見から見えてくる社会福祉協議会のあり方や支援などを学ぶことができ、地域福祉からの見
方など多角的に考えるきっかけとなった。
・法人としての支援の在り方や被後見人の意見を尊重する姿勢は大切だと思った。
・広域連携の意義、メリットがよく分かった。日頃の連携が重要だと再認識した。
・権利擁護支援体制の構築に向けて、どのような取組が必要か具体的に分かり、今後の取組の進め方
の参考となった。
・法人後見に取り組まれている社協の発表や意見は、とても為になるものでした。住民のことを考え
れば、できるだけ早く取り組まなければならないと改めて感じた。

【受講実績や感想から分析した効果】
・法人後見支援員養成修了者は、日常生活自立支援事業の生活支援員として活動されて
いる方もおり、権利擁護支援のための担い手が育成されている。
・社会福祉協議会が法人後見に取り組むことで、住民に対する具体的な支援内容を知る
ことができ、市町村に求められる権利擁護支援に対する役割について意識を高める効
果がある。
・市町村職員にとって、今後の権利擁護支援の取組の進め方を学ぶことができる効果が
大きい。
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県職員

（５）－２．宮崎県・宮崎県社会福祉協議会

「広域での整備が考えられる市町村や当該地域への働きかけ、
個別訪問、情報提供」の例：
・中核機関整備に向けた後方支援
・市町村に対する個別の助言や支援

中核機関設置に向けた後方支援や市町村に対する個別の
助言や支援のポイント
○市町村で実施される協議や勉強会を訪問し、市町村の課題に応じた、取組方法や先進地
の事例等の説明や情報提供を行っている。
○広域連携で中核機関整備に取り組む市町村に対しては、市町村間の考え方について共通
認識が図れるように個別に助言や支援を行っている。
○県の取組について家庭裁判所と情報共有を行っている。

□各取組の概要□
○中核機関の整備に向けた後方支援
・開始年月：H30年5月、6月頃に開催した説明会で、県内各地で広域による取組の検討が開始
したと考えられる。
－H31.3現在、宮崎県では、3つの地域で、広域での中核機関や地域連携ネットワークの整備
－宮崎県の場合、県や県社協から広域での取組に関する働きかけを行ったことはなく、各地
で中心となる地域が主体的に声をかけて協議が開始されている。
－また、別の分野で定住自立圏構想の取組が進められている場合、連携や協力が進めやすい
という面もあると考えられる。
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の

に向けた検討が行われている。

市町村

・取組例

ポイント！

県内自治体の先行地域をモデルケースとすることで、
他地域の学びの機会となっている。
【参考：A グループ（1 市 2 町）】
・広域連携による中核機関の整備を検討中
・H30.12、検討を行うための検討委員会を設置。
＜検討事項＞（検討内容は見直しの可能性あり）
－中核機関：各市町が単独で全ての機能を担うが、個別の取組や業務内容により広域連携
で取り組んだ方が効果的な取組について広域での実施を検討。
－コア会議：構成メンバーは未定
－「地域連携ネットワーク」の在り方：現状、機能、構成等
－市町村計画（骨格部分）：2021年に策定予定、中核機関の在り方を検討する中で、骨子
部分は広域連携に 関する内容を記載する予定。
＜委員等の構成＞
－委員：弁護士会、リーガルサポート、社会福祉士会、学識者、行政書士会 ※増員を予定
－社 協：1市2町の社協
－事務局：1市2町の行政（高齢福祉担当部署、障害福祉担当部署）
－オブザーバー：宮崎家裁、宮崎県長寿介護課

・県の役割
－広域で進める場合、首長申立ての経験が少ない自治体に対し、自治体として検討し考えを
まとめるように促している。
－当検討委員会や事務局自治体の許可を得て、県内市町村にも当検討委員会の傍聴を呼びか
けている。
市町村

・広域で取り組むことによる効果（※県と県社協に寄せられている声）

の

市町村職員

・広域連携により、ヒト・カネ・モノ・情報の面で単独市町村の資
源を活用した以上の効果を得ることができる。
・広域で取り組もうと考えている他自治体にとっても、協議の進め
方やスケジュール、関係機関の関わり方や依頼の仕方等、先行地
域からノウハウを学べたり、質問できる効果が大きい。
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○市町村に対する個別の助言や支援
・開始年月：H30年5月～、県内各地で成年後見制度利用促進に関する説明や広域による取組の
検討が促進されることを目的に、県職員が個別に地域を訪問し、説明や助言を行っている。
・取組例（H30年度実績）

ポイント！

市町村や地域を個別に訪問して相談にのることで、県にとっては各地域の
状況把握、市町村にとっては個別にのってもらえる機会となっている。
市町村に対する個別の助言や支援実績
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※ヒアリング調査資料より。
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成年後見制度利用促進に向けて、県と県社協ができること
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会権利擁護センター

丸山広子

平成 30 年 3 月 30 日、全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会は、
「成年後見制度利用
促進における社協の取組みと地域における権利擁護体制の構築に向けた基本的な方策」を
発出した。この中で、
「社協は、これまでの取組みを活かし、基本計画で謳われている地
域連携ネットワークに積極的に参画するとともに、中核機関の受託を進めるなど、成年後
見利用促進にかかる取組みを積極的に進めていくべきと考える」とある。また都道府県社
協による市町村社協への支援として、
「成年後見制度の利用促進を進めるため、都道府県
行政と協議し、市区町村社協への支援や町村部等における広域的な事業を実施する必要が
ある」とし、その具体的な支援について 9 つの項目を示している。
それを受け、埼玉県社協としては、市町村社協からの情報収集を元に、専門職団体との
かかわりがない社協や法人後見にまだ着手ができていない社協への支援を中心的な取組み
とした。
また、埼玉県と協働で「県協議会」
「
（裁判所圏域に）地区協議会」を立ち上げ、行政、
社協、専門職団体との「顔の見える関係作り」から始めることとした。まずは、県と県社
協の担当者同士が、絵を描き、連携の土壌を作り、さいたま家裁との連絡会や課題の解決
に向けた意見交換を重ねることとなった。その中で、県と県社協が一緒に市町村、市町村
社協を訪問し、市町村における課題などに耳を傾けた。行政と社協は、今までもよりよい
パートナーシップを築きながら様々な事業を展開してきたが、これを機に、今日的な社協
と行政の関係について整理し、更なる連携強化が求められることだろう。その１つが、こ
の「成年後見制度利用促進」にかかることではないか。とりわけ成年後見利用促進や中核
機関等の受託については、社協だけで完結することは難しく、地域の関係者と協議し、行
政との連携のもと、体制整備を図ることは重要なポイントだと考える。たとえば、成年後
見制度利用促進基本計画には、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用で
きるよう、各地域において、権利擁護支援のプラットホームとなる地域連携ネットワーク
の構築を図ることとされているが、地域共生社会を見据えた今後の権利擁護のあり方につ
市町村

いては、行政と社協が、地域住民や地域の団体・組織を巻き込んだ協議をする場をもつな
どし、計画的な推進が期待されるだろう。
実際の訪問活動では、行政と社協が一緒に説明に耳を傾けてくれた。法律や計画の内容

の

の確認から始まる時もあれば、すでに行政と社協が連携を密にその街の将来像を描いてい
るところもあった。ただ残念なことに、まだこの法律や基本計画の趣旨が十分に伝わって
いないことや多くの福祉課題を抱え、すでに疲弊している様子、予算が厳しくここまで手
が回らないなどの嘆きを耳にすることになったのも事実である。県の担当者とともに訪問
の意図や今後の見通しを説明しつつも、現状を受け止め、打開策がないか丁寧に聞き取り
を行っていった。そこには、アンケート調査では、把握できなかった現状が見え隠れした。
「ネットワーク」については、
「事業ごとに様々なネットワーク図を示され、もうこれ以上
は・・・」という意見もあった。その様な時には、地域共生社会のネットワークの中に司
法を入れていくなどの工夫や今後の超高齢社会、地域移行の進展に伴い、地域福祉の中に
「権利擁護の視点」は欠くことができない大切なものだという事を説明し、今一度検討を
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していただけないかと納得がいくような説明を心がけた。さらに計画の策定が困難である
との訴えには、県と県社協は、他の市町村の取組み事例を情報提供するなどして市町村を
支援した。
一方、市町村社協に対する支援として、
「日常生活自立支援事業」の経験を活かし、利
用者の将来を見据え、成年後見制度への移行や利用者視点の法人後見事業の取組みが推進
されるよう、来年度「法人後見業務担当職員養成研修」を企画した。これは平成 30 年度
の「法人後見業務の手引き」の改訂に続き、この事業を推進していく下地を県社協として
示し、社協としての「成年後見制度利用促進」への第一歩を踏み出してほしいというメッ
セージに等しい。私は、県社協の職員として、地域福祉を推進する中核的な団体としての
使命を果たすことを忘れず、地域共生社会の実現に向け、権利擁護の視点を基軸に、県内
の行政や社協さらには、専門職団体とのつながり深め、推進策の提案やあきらめない姿勢
で、県とともにさらに歩みを進めたい。

市町村
の

91

委員
コラム

神奈川県の成年後見制度に関する市町村支援
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課

主事

香野

遥

(1) 成年後見制度に関する意見交換会
年に一度、市町村や市町村社協の方々と顔を合わせ、直接意見を聞ける機会なので、最
も力を入れている取組の１つである。この会議で出された意見を受け、実現したことも多
い。例えば、
「県には家裁や専門職団体との橋渡しをしてほしい。
」という声があり、平成
30 年度から本会議を拡充し、家裁や専門職の方々にも参加していただいている。県にとっ
て、
調査だけでは分からない各市町村の状況が把握できるだけでなく、
家裁や専門職の方々
にも各市町村の状況、特に小規模な自治体の困難さについてご理解いただけたのではない
かと思う。
その他にも、この会議において「県のたよりで市民後見人について広報してほしい。
」
という意見を受け掲載したところ、県民から多くの反響をいただいたり、
「市町村域を超
えた市民後見人の横のつながりがほしい。
」との意見から、県社協で市民後見人同士が情
報交換を行える場を設定することにつながったりした。
(2) 成年後見に関する横浜家庭裁判所との連絡協議会
本県において、平成 24 年度から市民後見人養成基礎研修を開始するに当たり、市民後
見人の受任に向け、市町村等がどのような研修を実施し、バックアップ体制を整備すべき
か、家裁に助言していただくため、意見交換の場を要請したことが始まりである。本会議
の積み重ねにより、市民後見人の養成を行う市町村等のバックアップ体制が整備されつつ
あり、家裁において市民後見人候補者が却下されることが少なくなった。その結果、平成
30 年８月１日時点で、県内延べ 109 件の受任につながっている。
また、国基本計画において、都道府県の役割として「家庭裁判所（本庁・支部）との連
携」が求められていることから、平成 29 年度から家裁各支部の後見担当者に、本庁に来
ていただき、参加者全員で協議する時間と、支部ごとに分かれて情報交換を行う時間を設
ける等の工夫を行っている。
市町村

(3) 成年後見制度セミナー
いわゆる市町村長申立て研修であるが、平成 29 年度に県社協が実施した実態把握調査

の

において、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所の方々が、ご本人やご家族の身
近な支援者として、権利擁護に関する高い関心・意識を持ち、苦労しながら申立て支援等
を行っている現状が分かり、また、国基本計画において「関係者の資質の向上」も都道府
県に求められていることを踏まえ、平成 30 年度から地域包括支援センターや障害者相談
支援事業所の職員も受講対象としている。なお、
講義の内容はあくまで「市町村長申立て」
なので、その点はご理解いただきながら、参加していただいている。
(4) 結びに
その他にも、ある町で、広域的な取組の検討をしたいが自分たちから他の自治体に声を
かけにくいという悩みを聞いて、当該市町を対象とした県主催の会議を開催したり、ある
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市から、勉強会の開催に当たり国基本計画の説明をしてほしいとの要望を受け、僭越なが
ら講師をしたりと、各市町村の個別の状況に応じてできる限りの対応をしている。
全国どの地域に住んでいても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、つまり県内の
地域差が生じないよう、県内全体を俯瞰しながら市町村の体制整備等を後押ししなければ
ならない都道府県の役割は非常に大きい。
一方で、本県同様、ほとんどの都道府県担当者が一人で他業務と兼務しながら、また、
どこまで市町村に踏み込んでいいのか悩みながら取り組んでいらっしゃることと思う。私
は、既存の取組をどう拡充させれば国基本計画における都道府県の役割に近づけるかとい
うことを考えながら、悩んだ時は県社協をはじめ色々な人に相談し、やれることからやっ
てみるという姿勢で取り組んでいる。
都道府県にとっては制約が少ない分、
自由に考えチャ
レンジできる点に取り組み甲斐があるのではないだろうか。こうした本県の取組が皆様方
の一助となれば幸いである。

市町村
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委員
コラム

法人後見活用のための都道府県知事による認定制度の導入
新潟大学法学部

上山

泰

成年後見制度の利用促進のための政策的課題は枚挙にいとまがないが，ここでは，①質
の高い成年後見人候補者の確保と，②成年後見制度の運用に関する都道府県の役割の明確
化という２つの課題を同時に解決するための方策として，１つの試論を提起してみたい。
それは，
「都道府県知事による適格法人後見団体の認定制度」の導入である。この試論の
意義について，まずは現状における①②の問題点から確認しておこう。
法定後見人の供給母体が親族後見人から第三者後見人に大きく移行したことは周知の
とおりである。現行制度が始まった平成 12 年度の新規選任事案で 90.9％を占めていた親
族後見人は，平成 30 年には 23.2％にまで激減している。これに加えて，さらに注目すべ
きは，その属性別の比率である。平成 12 年度の場合，選任率の高い順に，子 34.5％，配
偶者 18.6％，兄弟姉妹 16.1％，その他親族 12.1％，親 9.6％であった。これに対して，平
成 30 年では，子 12.1％，その他親族 3.9％，兄弟姉妹 3.6％，配偶者 2.0％，親 1.8％となっ
ているⅰ。いずれも子がトップであることは変わらないが，その選任率は 3 分の 1 近く
まで低下している。そして，より重要な点は子以外の親族の存在感がほとんど失われてい
ることである。そもそも親族後見人の利点は，本人との親密性や信頼関係に基づく的確な
コミュニケーションの可能性，本人情報や本人の価値観への精通，さらには，こうした関
係性に基づく「本人らしさ」の代弁可能性等の点にある。したがって，本人と疎遠な親族
を選任しても意味はない。少子高齢化，生涯未婚率の上昇等の人口学的要因からすれば，
こうした後見人としての適格性を備えた親族のいる者は，今後ますます減少する蓋然性が
高い。もちろん，
適格性のある親族を今後積極的に活用していくことは望ましいことだが，
親族の比率を制度開始当初の状況まで戻すことは，もはや現実的とはいいがたいだろう。
他方で，現在の主力である専門職後見人の増強にも限界がある。平成 30 年の新規選任
率は司法書士 29.0％，弁護士 22.5％，社会福祉士 13.3％にのぼり，これらの三士業（い
わゆる三士会）で全体の 6 割以上を占めている。しかし，専門資格職の数を短期間で増や
すことが困難なことは自明である。加えて，そもそもわが国の専門職後見は，制度上は，
市町村

単に法律・福祉等の専門資格職による後見を意味するにすぎず，必ずしも後見それ自体の
専門家による後見というわけではない（特定の専門資格の保有が，ただちに後見人として
の適性や専門的なスキルを保証するものではないことに留意すべきである）
。このため，

の

単純に専門資格職の人数を増員するだけでは意味がなく，その中からさらに後見人候補者
をリクルートし，研修等を通じて育成していくことが必要となる。したがって，良質の専
門職後見人の供給を短期間に急増させる政策にも現実味が薄い。他方，専門職後見人一人
当たりの受任数を安易に増やすことは後見の質の低下を招くおそれが大きい。
それでは，近年大きな脚光を浴びている市民後見人はどうか。残念ながら，これも特効
薬とはいいがたい。まず，平成 30 年の新規選任率はわずか１％未満にすぎない。さらに，
中長期的な観点からみても，たとえば過疎地域を考えると，超高齢化により後見ニーズが
高まる一方で，地域に支援者たりうる市民の数自体がそもそも不足しがちとなるからであ
る。結局，わが国の現在の人口構成を考える限り，
（本人と後見人が完全に１対 1 対応の
関係となる）マンツーマン型の個人後見頼みでは，これ以上の利用促進は困難というべき
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だろう。かくして，必然的に浮上するのが法人後見体制の整備という課題である（一般的
な地域では，市民後見人もまずは後述する適格法人後見団体内の実働部隊である後見支援
員等として活用していくことが現実的であろう）
。
ところが，現在の法人後見には大きな構造的欠陥がある。それは，法人後見団体として
の質の保障をおこなう仕組みの未整備である。ここには最低限の財政基盤の確保という要
素が含まれる。そもそも現行の法定後見制度の報酬に関する規定は，近親者による無報酬
労働モデルを前提とした禁治産宣告制度の残滓である（現行法でもこの点に関する規律が
民法第四編「親族」編に残置されたままであるという事実がこのことを雄弁に物語る）
。
近年では裁判所の努力により報酬額の目安が公表されるなどの改善点も見受けられるが，
依然として後見報酬額の予測は難しく，
法人の予算策定にあたって大きなネックとなる
（現
行法上，後見報酬は後払い方式であるため，仮に純粋な法人後見団体を新たに立ち上げた
場合，少なくとも初年度は収入ゼロになりかねないことにも留意する必要があろう）
。よ
り深刻な点は，本人に資力がない場合，そもそも後見報酬はおろか，実費の償還すら困難
になることである。報酬等の助成として成年後見制度利用支援事業があるものの，この実
施状況には地域差が大きく，少なくとも現状では完全な補填を期待することはできない。
また，本来であれば後見扶助が生活保護費として認められるべきであるが，この点の議論
も進んでいない。かくして，現状では後見報酬を主たる収入源として法人を運営すること
はきわめて困難である。
ところで，
「法人は死なない」
（＝長期継続性が担保される）ことが，しばしば法人後見
の利点として挙げられるが，法人も当然に破産はするし，これにより法人格が消滅するお
それがあることを見落としてはならない。さらに，破産者は後見人の欠格事由であるため
（民法 847 条 3 号）
，仮に法人後見団体が破産すれば，そもそも，この時点で後見人とし
ての地位を当然に失い，当該法人が受任している全件について後見人の追加選任が必要と
なる。しかし，現状の法人後見人は地域に他に担い手がいない場合の最後の受け皿として
機能していることが多い。このため，仮に多数の案件を抱える法人後見団体が破綻した場
合，当該地域内でただちに代わりの後見人候補者を見出すことは不可能に近い。つまり，
現実的には，地域で既に一定の受任実績のある法人後見団体を経済的に破綻させるわけに
はいかないわけである。とすれば，現実問題として後見報酬のみでは経営が不安定となる
度利用支援事業に基づく報酬助成が個別の低資力者案件を対象とするのに対して，良質な

市町村

法人後見団体に対する公的な助成のしくみが検討されるべきであろう。既存の成年後見制
法人後見団体の安定的・継続的な運営を担保するために，継続的にその運営費を助成する
もちろん，こうした公的助成の対象は質の高い法人後見団体に限定されなければならな
い。そこで私見は，
「成年後見制度の運用に関する都道府県の役割の明確化」の課題と絡
めて，都道府県知事による適格法人後見団体の認定制度の導入を提言したい。簡単にいえ
ば，先の法人後見団体に対する運営費助成の対象を都道府県知事が認定する適格法人後見
団体に限定し，その認定手続と監督を都道府県の業務として位置付けることで，地域にお
ける良質かつ安定的・継続的な法人後見サービスの提供を保障しようというものである。
周知のように，成年後見制度利用促進法によって，国，都道府県，市町村が成年後見制
度の適正な運用に一定の役割を果たすべきことが明らかにされた。しかし，側聞する限り
では，国と市町村に比べて，一般に都道府県の動きが鈍いという。私見によれば，その理

95

の

わけである（既存の成年後見制度法人後見支援事業よりも直接的な支援策となる）
。

由の一端は都道府県の役割の抽象性に求められるように思われる。市町村の場合，
法律上，
市町村長申立てに関する権限（老人福祉法 32 条等）が与えられているうえ，虐待防止法
制を通じて部分的には義務化もされている（高齢者虐待防止法 9 条 2 項等）
。また，この
申立権の実効性を担保するために，努力義務ではあるが，適正な後見人候補者の育成やそ
の家庭裁判所への推薦等といった地域の法定後見の運用に直接関わる役割が与えられてい
る（老人福祉法 32 条の 2 等）
。これに対して，都道府県の法律上の役割は，基本的には
広域的な見地からの市町村に対する支援（利用促進法 15 条，
老人福祉法 32 条の 2 第 2 項）
という間接的な関わりにとどまっている。おそらく，こうした位置づけのみでは，地域の
具体的な後見ニーズが都道府県までには届きにくいとともに，都道府県側としても具体的
な所掌事務が見えづらいために余計に動きが鈍くなりがちなのではないだろうか。
仮にこの見方が的を射たものであるならば，成年後見制度の運用に直接的に関わる権能
を都道府県に付与し，その役割を明確化することが有効な処方箋となるように思われる。
そして，この都道府県の役割を良質な法人後見人の確保という，もう一つの喫緊の課題と
結び付ける形で構築することができれば，まさに一石二鳥の政策となりえるだろう。これ
が本コラムの提言の狙いである。

ⅰ平成 12 年度の比率については，最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況～平成 12
年 4 月から 13 年 3 月～」参照。平成 30 年の比率については，同「成年後見関係事件の概況～平成
30 年 1 月から 12 月～」10 頁のデータに基づき筆者が算出した。
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࢘㸧ṇ㜵Ṇࢆᚭᗏࡍࡿࡶࠊ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪࢆᅗࡾࠊᏳᚰࡋ࡚
ᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ
D ṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ⤌ࡳࡢᐇ
E ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࡼࡿṇ㜵Ṇຠᯝ
࢚㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒไ㝈ಀࡿᥐ⨨ࢆぢ┤ࡍࠋ
ղᚋྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡑࡢࡢ㔜せ⟇                 
㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡢᨭ➼
㸧Ṛᚋົࡢ⠊ᅖ➼
    ճ⟇ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢᢕᥱ࣭ホ౯➼
㸱 ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍ྥࡅ࡚⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗㅮࡎࡁ⟇    
㸦㸯㸧⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠⏝ࡢᨵၿ
㸫ไᗘ㛤ጞ࣭㛤ጞᚋ࠾ࡅࡿ㌟ୖಖㆤࡢᐇ㸫
ձ㧗㱋⪅㞀ᐖ⪅ࡢ≉ᛶᛂࡌࡓពᛮỴᐃᨭࡢᅾࡾ᪉
ղᚋぢேࡢ㑅௵࠾ࡅࡿ㓄៖
ճ⏝㛤ጞᚋ࠾ࡅࡿᰂ㌾࡞ᑐᛂ
մᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛤ጞࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ㝿ᥦฟࡉࢀࡿデ᩿᭩➼ࡢᅾࡾ᪉
㸦㸰㸧ᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ          
ձᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୕ࡘࡢᙺ                 
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    㸧⚟♴㛵ಀ⪅ᅋయ
    㸧ἲᚊ㛵ಀ⪅ᅋయ
㸦㸴㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡢᨭ➼ࡢ᳨ウ 
  ձ⤒⦋➼
  ղ୰㛫ሗ࿌ࡢෆᐜ
  ճᚋࡢ᪉ྥᛶ
㸦㸵㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒไ㝈ಀࡿᥐ⨨ࡢぢ┤ࡋ             
㸦㸶㸧Ṛᚋົࡢ⠊ᅖ➼                          
 㸲 ࡑࡢ                       


㸧ᶒ᧦ㆤᨭࡢᚲせ࡞ேࡢⓎぢ࣭ᨭ
㸧᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࡢ┦ㄯ࣭ᑐᛂయไࡢᩚഛ
࢘㸧ពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㐠⏝㈨ࡍࡿᨭయ
ไࡢᵓ⠏
ղᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳ                
㸧ᮏேࢆᚋぢேࡶᨭ࠼ࡿࠕࢳ࣮࣒ࠖࡼࡿᑐᛂ
㸧ᆅᇦ࠾ࡅࡿࠕ༠㆟ࠖ➼ࡢయไ࡙ࡃࡾ
ճᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾࡞ࡿᶵ㛵ࡢᚲせᛶ           
մᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡀᢸ࠺ࡁලయⓗᶵ⬟➼      
㸧ᗈሗᶵ⬟
㸧┦ㄯᶵ⬟
࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟
D ཷ௵⪅ㄪᩚ㸦࣐ࢵࢳࣥࢢ㸧➼ࡢᨭ
E ᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ࣭άືࡢಁ㐍
F ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗ➼㛵㐃ไᗘࡽࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜
࢚㸧ᚋぢேᨭᶵ⬟
࢜㸧ṇ㜵Ṇຠᯝ
յ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀᙧែ                     
㸧タ⨨ࡢ༊ᇦ
㸧タ⨨ࡢయ
࢘㸧㐠Ⴀࡢయ
࢚㸧タ⨨࣭㐠Ⴀྥࡅࡓ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ
նඃඛࡋ࡚ᩚഛࡍࡁᶵ⬟➼                     
 㸦㸱㸧ṇ㜵Ṇࡢᚭᗏ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪ㸫Ᏻᚰࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛ㸫 
ձ㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌
ղぶ᪘ᚋぢேࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⌮ゎಁ㐍ࡼࡿṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ
ճᐙᗞุᡤᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ㐃ᦠ
մ⛣⾜ᆺ௵ពᚋぢዎ⣙࠾ࡅࡿṇ㜵Ṇ
 㸦㸲㸧ไᗘࡢ⏝ಁ㐍ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡑࡢࡢ㡯           
ձ௵ពᚋぢ➼ࡢ⏝ಁ㐍
ղไᗘࡢ⏝ಀࡿ㈝⏝➼ಀࡿຓᡂ
ճᕷ⏫ᮧࡼࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬㸦ᕷ⏫ᮧィ⏬㸧ࡢ⟇ᐃ
 㸦㸳㸧ᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊ㛵ಀᅋయ➼ࡢᙺ                 
ձᕷ⏫ᮧ
ղ㒔㐨ᗓ┴
   ճᅜ
մ㛵ಀᅋయ
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ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬


 㸯 ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬ࡘ࠸࡚

㸦㸯㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬ࡢ⨨ࡅ

   ࠕᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬ࠖ
㸦௨ୗࠕᇶᮏィ⏬ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊᡂᖺ
ᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺἲᚊ➨㸰㸷ྕࠋ௨ୗࠕಁ㐍
ἲࠖ࠸࠺ࠋ㸧➨㸯㸰᮲➨㸯㡯ᇶ࡙ࡁࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍ
ࡿ⟇ࡢ⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗ࡞᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ⟇ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᨻᗓ
ࡀㅮࡎࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍⟇ࡢ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞ィ⏬ࡋ࡚⨨ࡅࡽࢀ
ࡿࠋ
   ࡞࠾ࠊಁ㐍ἲ➨㸰㸱᮲➨㸯㡯࠾࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡣࠊᅜࡢᇶᮏィ⏬ࢆ຺ࡋࠊ
ᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦ࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿ⟇ࡘ࠸
࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ィ⏬ࢆᐃࡵࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

  㸦㸰㸧ᇶᮏィ⏬ࡢᑐ㇟ᮇ㛫

   ᅇ⟇ᐃࡍࡿᇶᮏィ⏬ࡣࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡽᖹᡂ㸱㸱ᖺᗘࡲ࡛ࡢᴫࡡ㸳
ᖺ㛫ࢆᛕ㢌ᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

  㸦㸱㸧ᇶᮏィ⏬ࡢᕤ⛬⾲

   ᚋ㏙ࡢ㸰㸦㸰㸧
ࠕձᚋࡢ⟇ࡢ┠ᶆࠖࢆ㐩ᡂࡋࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࢆ
╔ᐇಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᇶᮏィ⏬┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ⟇ࡀ⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗ
᥎㐍ࡉࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
   ࡇࡢࡓࡵࠊᅜ࣭ᆅ᪉බඹᅋయ࣭㛵ಀᅋయ➼ࡣࠊู⣬ࡢᕤ⛬⾲ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ┦
㐃ᦠࡋࡘࡘࠊྛ⟇ࡢẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡞᥎㐍ྲྀࡾ⤌ࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ


㸰 ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ཬࡧ┠ᶆ➼

㸦㸯㸧ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

   ᡂᖺᚋぢไᗘࡣࠊࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥࡸ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜➼ࡢ⌮ᛕࠊ
ᮏேಖㆤࡢ⌮ᛕࡢㄪࡢほⅬࡽࠊ⢭⚄ୖࡢ㞀ᐖࡼࡾุ᩿⬟ຊࡀ༑





ͤ㸯 ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡀࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࡞࠸ே➼ࡋࡃࠊᇶᮏⓗேᶒࢆா᭷ࡍࡿಶே
ࡋ࡚ࡑࡢᑛཝࡀ㔜ࢇࡌࡽࢀࠊࡑࡢᑛཝࡩࡉࢃࡋ࠸⏕άࢆಖ㞀ࡉࢀࡿࡁࡇࠋ
ͤ㸰 㞀ᐖ⪅ࡢᶒ㛵ࡍࡿ᮲⣙➨㸯㸰᮲ࡢ㊃᪨㚷ࡳࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢពᛮỴᐃࡢᨭ
ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡶࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ⮬Ⓨⓗពᛮࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿࡁࡇࠋ
ͤ㸱 ᮏேࡢ㈈⏘ࡢ⟶⌮ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㌟ୖࡢಖㆤࡀ㐺ษᅗࡽࢀࡿࡁࡇࠋ

ศ࡛࠶ࡿࡓࡵዎ⣙➼ࡢἲᚊ⾜Ⅽ࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡘ࠸࡚ࠊ
ᡂᖺᚋぢே࣭ಖబே࣭⿵ຓே㸦௨ୗࠕᡂᖺᚋぢே➼ࠖཪࡣࠕᚋぢேࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࡀࡑࡢุ᩿⬟ຊࢆ⿵࠺ࡇࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢேࡢ⏕ࠊ㌟యࠊ⮬⏤ࠊ㈈⏘➼ࡢ
ᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿ࠸࠺Ⅼไᗘ㊃᪨ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜẸ
ࡗ࡚⏝ࡋࡸࡍ࠸ไᗘࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᚋࠊㄆ▱㧗㱋⪅ࡢቑຍࡸ༢⊂ୡᖏࡢ㧗㱋⪅ࡢቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ୰ࠊᡂᖺ
ᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝≧ἣࢆࡳࡿࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ
⏝⪅ᩘࡣ㏆ᖺࠊቑຍഴྥ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ⏝⪅ᩘࡣㄆ▱㧗㱋⪅➼ࡢ
ᩘẚ㍑ࡋ࡚ⴭࡋࡃᑡ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᡂᖺᚋぢ➼ࡢ⏦❧࡚ࡢືᶵࢆࡳ࡚ࡶࠊ㡸㈓㔠ࡢゎ⣙➼ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ
ḟ࠸࡛ㆤಖ㝤ዎ⣙㸦タධᡤ㸧ࡢࡓࡵ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽࠊᚋぢ࣭ಖబ࣭
⿵ຓ㸱ࡘࡢ㢮ᆺࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊᚋぢ㢮ᆺࡢ⏝⪅ࡢྜࡀయࡢ⣙㸶㸮㸣ࢆ
༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ≧ἣࡽࡣࠊ♫⏕άୖࡢࡁ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌ࡞࠸㝈ࡾࠊᡂᖺᚋぢ
ไᗘࡀ࠶ࡲࡾ⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ࠺ࡀࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊᚋぢேࡼࡿᮏ
ேࡢ㈈⏘ࡢṇ⏝ࢆ㜵ࡄ࠸࠺ほⅬࡽࠊぶ᪘ࡼࡾࡶἲᚊᑓ㛛⫋➼ࡢ➨୕
⪅ࡀᚋぢே㑅௵ࡉࢀࡿࡇࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨୕⪅ࡀᚋぢே࡞ࡿࢣ
࣮ࢫࡢ୰ࡣࠊពᛮỴᐃᨭࡸ㌟ୖಖㆤ➼ࡢ⚟♴ⓗ࡞どⅬஈࡋ࠸㐠⏝ࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊᚋぢ➼ࡢ㛤ጞᚋࠊᮏேࡸࡑࡢぶ᪘ࠊࡉࡽࡣᚋぢேࢆᨭࡍࡿ
యไࡀ༑ศᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢேࡽࡢ┦ㄯࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ
ぢேࢆ┘╩ࡍࡿᐙᗞุᡤࡀᐇୖᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐙᗞุᡤ࡛ࡣࠊ⚟♴
ⓗ࡞ほⅬࡽᮏேࡢ᭱ၿࡢ┈ࢆᅗࡿࡓࡵᚲせ࡞ຓゝࢆ⾜࠺ࡇࡣᅔ㞴
࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡽࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝⪅ࡀ⏝ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶከ࠸ࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
   ᚋࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㊃᪨࡛ࡶ
࠶ࡿձࣀ࣮࣐ࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥͤ㸯ࠊղ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜ͤ㸰ࡢ⌮ᛕ❧ࡕ㏉ࡾࠊ
ᨵࡵ࡚ࡑࡢ㐠⏝ࡢᅾࡾ᪉ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡀࠊ㈈⏘ࡢಖࡢほⅬࡢࡳࡀ㔜どࡉࢀࠊ
ᮏேࡢ┈ࡸ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵ㈈⏘ࢆ✚ᴟⓗ⏝ࡍࡿ࠸࠺どⅬ
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ࡣࠊᮏேࡢ⏕ά≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏேࡢ┈ಖㆤࡢࡓࡵ᭱ࡶ㐺ษ
࡞ᚋぢேࢆ㑅௵ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ཬࡧ㢮ᆺࡢỴᐃᡭ⥆࠾࠸࡚ࠊᮏேࡢ
⢭⚄ࡢ≧ែࢆุ᩿ࡍࡿ་ᖌࡀࠊᮏேࡢ⏕ά≧ἣࡸᚲせ࡞ᨭࡢ≧ἣ
➼ࢆྵࡵࠊ༑ศ࡞ุ᩿㈨ᩱᇶ࡙ࡁุ᩿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᮏ
ேࡢ≧ἣ➼ࢆ་ᖌⓗ☜ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ
᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡶࠊࡑࡢุ᩿ࡘ࠸࡚グ㍕ࡍࡿデ᩿᭩
➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࠋ

E ಖబ࣭⿵ຓཬࡧ௵ពᚋぢࡢ⏝ಁ㐍
 ۑᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝⪅ࡢ⬟ຊᛂࡌࡓࡁࡵ⣽࡞ᑐᛂࢆྍ⬟
ࡍࡿほⅬࡽࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ࠺ࡕ⏝ࡀᑡ࡞࠸ಖబཬࡧ⿵ຓࡢ
㢮ᆺࡢ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿࡶࠊ⏝⪅ࡢ⮬Ⓨⓗពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿ
ほⅬࡽࠊ௵ពᚋぢไᗘࡀ㐺ษࡘᏳᚰࡋ࡚⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢྲྀ
⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ۑㄆ▱ࡢ≧ࡀ㐍⾜ࡍࡿ㧗㱋⪅➼ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢࠎࡢุ᩿⬟
ຊࡢ≧ἣᛂࡌࠊ⿵ຓ࣭ಖబ࣭ᚋぢࡢྛ㢮ᆺ㛫ࡢ⛣⾜ࢆ㐺ษ⾜
࠺ࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡑࡢࠎࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣ➼ᛂࡌࡓぢᏲࡾ➼ࠊ㐺ษ
࡞ᶒ᧦ㆤᨭࢆᙉࡍࡿࠋ
௵ࠊࡓࡲ ۑពᚋぢࡸಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡘ࠸࡚ࡢ࿘▱άືࢆᙉࡍ
ࡿࡶࠊ᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࡢไᗘ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⏝⪅
ࡢಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࿘▱άື࣭┦ㄯᑐᛂ➼ࡶᙉࡍࡿࠋ
     
    㸧ᅜࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡶᚲせ࡞ேࡀᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ࢆᅗࡿࠋ

D ᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛ
 ۑᅜࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ே
ࡀไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦయไࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࠋ
ྛ ۑᆅᇦ࠾ࡅࡿ┦ㄯ❆ཱྀࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ
⏝ࡀᚲせ࡞ேࢆⓎぢࡋࠊ㐺ษᚲせ࡞ᨭࡘ࡞ࡆࡿᆅᇦ㐃ᦠ
ࡢ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࢆᑛ㔜ࡋࠊ㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᡂᖺᚋ
ぢไᗘࡢ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᮏேࡢ≧ἣᛂࡌ࡚ࠊᮏே㌟㏆࡞ぶ
᪘ࠊ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅ᚋぢேࡀࢳ࣮࣒࡞ࡗ࡚᪥ᖖⓗ

Ḟࡅࡿ࡞ࡢ◳┤ᛶࡀᣦࡉࢀ࡚ࡁࡓⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭ
ࡸ㌟ୖಖㆤ➼ࡢ⚟♴ⓗ࡞ほⅬࡶ㔜どࡋࡓ㐠⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊᚋ୍ᒙࠊ
ճ㌟ୖࡢಖㆤࡢ㔜どͤ㸱ࡢほⅬࡽಶࠎࡢࢣ࣮ࢫᛂࡌࡓ㐺ษ࡛ᰂ㌾࡞㐠⏝
ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
   ᚋࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘ⏝
ಁ㐍ጤဨ㸦௨ୗࠕಁ㐍ጤဨࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡶ᳨
ウࢆ⾜ࡗࡓࡼ࠺ࠊձไᗘࡢᗈሗ࣭࿘▱ࠊղ┦ㄯ࣭Ⓨぢࠊճሗ㞟⣙ࠊմᆅ
ᇦయไᩚഛࠊյᚋぢ➼⏦❧࡚ࠊնᚋぢ➼㛤ጞᚋࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᨭࠊշᚋぢ➼ࡢ
ṇ㜵Ṇࠊ࠸ࡗࡓྛሙ㠃ࡈࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࠊయไࢆᩚ
ഛࡋࠊᑐᛂࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸦㸰㸧ᚋࡢ⟇ࡢ┠ᶆ➼

ձᚋࡢ⟇ࡢ┠ᶆ

㸧⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠⏝ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࠋ

D ⏝⪅ᐤࡾῧࡗࡓ㐠⏝
 ۑᡂᖺᚋぢไᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊᚋぢேࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ࡢഃ㠃ࡢࡳࢆ
㔜どࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄆ▱㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ
ᑀࡃࡳྲྀࡗ࡚ࡑࡢ⏕άࢆᏲࡾᶒࢆ᧦ㆤࡋ࡚࠸ࡃពᛮỴᐃᨭ࣭
㌟ୖಖㆤࡢഃ㠃ࡶ㔜どࡋࠊ⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠
⏝ࡍࡿࡇࢆᇶᮏࡍࡿࠋ
ࠊ≉ ۑ㞀ᐖ⪅ࡢሙྜࡣࠊ㛗ᮇࢃࡓࡿពᛮỴᐃᨭࠊ㌟ୖಖㆤࠊ
ぢᏲࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊタࡸ㝔ࡽࡢᆅᇦ⛣⾜ࠊᑵປࡸ♫ཧຍ
➼ࡢάືࡢ㓄៖ࠊ㞀ᐖࡢ་Ꮫࣔࢹࣝͤ㸲ࡽ♫ࣔࢹࣝͤ㸳ࡢ㌿
ࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᚲせᛶ࠸ࡗࡓࡇࢆ㔜どࡋࠊ㞀ᐖ⪅ࡗ࡚ࡢ
♫ⓗ㞀ቨࢆ㝖ཤࡋ࡚࠸ࡃ⎔ቃࡸᨭࡢᅾࡾ᪉ࢆ⥅⥆ⓗ⪃࠼࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᚋぢேࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢே⏕ࡢక㉮⪅ࡋ࡚ࠊ⏝⪅
ࡢ㞀ᐖ≉ᛶࢆ⌮ゎࡋࠊ⥅⥆ⓗᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࡁ࡛
࠶ࡿࠋ
ࢆࡇࡓࡋ࠺ࡇ ۑ㋃ࡲ࠼ࠊᐙᗞุᡤࡀᚋぢ➼ࢆ㛤ጞࡍࡿሙྜ

ͤ㸲 㞀ᐖ⪅ࡀ᪥ᖖ⏕άཪࡣ♫⏕ά࠾࠸࡚ཷࡅࡿไ㝈ࡣࠊᑓࡽᚰ㌟ࡢᶵ⬟ࡢ㞀ᐖ㉳
ᅉࡍࡿࡍࡿ⪃࠼᪉ࠋ
ͤ㸳 㞀ᐖ⪅ࡀ᪥ᖖ⏕άཪࡣ♫⏕ά࠾࠸࡚ཷࡅࡿไ㝈ࡣࠊᚰ㌟ࡢᶵ⬟ࡢ㞀ᐖࡢࡳ㉳
ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞㞀ቨ┦ᑐࡍࡿࡇࡼࡗ࡚⏕ࡎࡿࡍࡿ
⪃࠼᪉ࠋ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ㛵ࡍࡿ᮲⣙ࠊ㞀ᐖ⪅ᇶᮏἲ➼ࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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E ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᩚഛࡼࡿṇ㜵Ṇຠᯝ
 ۑᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒࡛ࡢᑐᛂ

D ṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ⤌ࡳࡢᐇ
 ۑṇࡢⓎ⏕ࡸࡑࢀక࠺ᦆᐖࡢⓎ⏕ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᑡ࡞ࡃࡍ
ࡿࡓࡵࡣࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ⤌ࡳࡢᩚഛࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝⪅ࡢ౽ᛶࡶ㓄៖ࡋ
ࡘࡘࠊᚋぢไᗘᨭಙク୪❧࣭௦᭰ࡍࡿ㡸㈓㔠ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝᪉⟇
ࡢ᳨ウࡢಁ㐍➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ
ྛ ۑᚋぢேࡢᚋぢᴗົࡀ㐺ṇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ᪥ᖖⓗ࡞☜ㄆࠊ
┘╩ࡢ⤌ࡳࡢᐇࡘ࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡼࡿ⮬ⓗࠊ✚ᴟ
ⓗ࡞ྲྀ⤌ᮇᚅࡍࡿࡶࠊἲົ┬➼ࡣࠊ᭱㧗ุᡤ㐃ᦠࡋࠊ
ᚲせ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

࢘㸧ṇ㜵Ṇࢆᚭᗏࡍࡿࡶࠊ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪࢆᅗࡾࠊᏳ
ᚰࡋ࡚ᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ

E ᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ
 ۑᚋࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࡢྲྀ⤌ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓ㟂せᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵࠊᆅᇦఫẸࡢ୰ࡽᚋぢேೃ⿵⪅ࢆ⫱ᡂࡋࡑࡢᨭࢆ
ᅗࡿࡶࠊἲேᚋぢࡢᢸ࠸ᡭࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡞ࡼࡾࠊᡂ
ᖺᚋぢ➼ࡢᢸ࠸ᡭࢆ༑ศ☜ಖࡍࡿࠋ

ᮏேࢆぢᏲࡾࠊᮏேࡢពᛮࡸ≧ἣࢆ⥅⥆ⓗᢕᥱࡋᚲせ࡞ᑐᛂ
ࢆ⾜࠺యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊ⚟♴࣭ἲᚊࡢᑓ㛛⫋ࡀᑓ㛛ⓗຓ
ゝ࣭┦ㄯᑐᛂ➼ࡢᨭཧ⏬ࡍࡿ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢳ
࣮࣒ᑐᛂࡣࠊ㐃ᦠࡋ࡚ᮏேࢆᨭࡍࡿ᪤Ꮡࡢᯟ⤌ࡳࡶά⏝ࡋ࡞ࡀ
ࡽ⾜࠺ࠋ
ྛࠊࡵࡓࡢࡇ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡸ㛵ಀᶵ㛵ࡀ㐃ᦠయไ
ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࡢ༠㆟➼ࢆタ❧ࡋࠊྛᑓ㛛⫋ᅋయࡸྛ㛵ಀᶵ㛵
ࡀ⮬Ⓨⓗ༠ຊࡍࡿయไ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࠊࡽࡉ ۑᑓ㛛⫋ࡼࡿᑓ㛛ⓗຓゝ➼ࡢᨭࡢ☜ಖࡸࠊ༠㆟➼
ࡢົᒁ࡞ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࢆᢸ࠺୰
᰾ⓗ࡞ᶵ㛵㸦௨ୗࠕ୰᰾ᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢタ⨨ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࠊࡣ⤌ྲྀࡓࡋ࠺ࡇ ۑᕷ⏫ᮧ➼ࡀタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠕᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥ
ࢱ࣮ࠖࡸࠕᶒ᧦ㆤࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡞ࡢ᪤Ꮡࡢྲྀ⤌ࡶά⏝ࡋࡘࡘࠊ
ᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

➼ࡀࠊᡂᖺᚋぢไᗘ࠾ࡅࡿṇࢆ㜵ࡄࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿᨭ
ࢆ⾜࠺୰࡛ࠊṇࡢᮍ↛㜵Ṇࡸ᪩ᮇⓎぢࡢᑐᛂࡶ␃ពࡍࡿࠋ

     ࢚㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒไ㝈ಀࡿᥐ⨨ࢆぢ┤ࡍࠋ

⌧ ۑᅾࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே࣭⿕ಖబே࣭⿕⿵ຓே㸦௨ୗࠕᡂᖺ⿕ᚋぢே
➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘ㸦࠸ࢃࡺࡿ
Ḟ᱁᮲㡯㸧ࡀᩘከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࢆ㌋
㌉ࡉࡏࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋ
 ۑಁ㐍ἲ➨㸯㸯᮲➨㸰ྕ࠾࠸࡚ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢேᶒࡀᑛ㔜
ࡉࢀࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮⏤ᙜᕪูࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘࡘ࠸࡚
᳨ウࢆຍ࠼ࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࡇࢀࡽࡢぢ┤ࡋࢆ㏿ࡸ㐍ࡵࡿࠋ

ղᚋྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡑࡢࡢ㔜せ⟇

㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡢᨭ
➼

 ۑㄆ▱㧗㱋⪅ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡑࡢ་⒪࣭ㆤ➼ࢆཷࡅࡿᙜࡓࡾ
ពᛮࢆỴᐃࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ேࡀᚲせ࡞་⒪࣭ㆤ➼ࢆཷࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿᨭࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊཌ⏕ປാ┬࠾࠸᳨࡚
ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺࠊ་⒪ࡸᩆᛴ➼ࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࠊᮏே
௦ࢃࡗุ࡚᩿ࢆࡍࡿぶ᪘➼ࡀ࠸࡞࠸ሙྜࠊᚲせ࡞ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ
࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋ
 ۑᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࠶ࡗ࡚་⒪࣭ㆤ➼ࢆཷࡅࡿᙜࡓࡾពᛮࢆ
Ỵᐃࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ேࡀࠊᚲせ࡞་⒪࣭ㆤ➼ࢆཷࡅࡽࢀ
ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢᨭࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡢ୰࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢே➼
ࡢົࡢ⠊ᅖࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽ
ࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸧Ṛᚋົࡢ⠊ᅖ➼

     ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶ࠊ᪂ࡓᡂᖺ⿕ᚋぢேᐄ࡚ࡢ㒑౽≀ࡢᡂᖺᚋぢ
ேࡢ㌿㏦➼ࡸࠊᡂᖺᚋぢேࡼࡿᡂᖺ⿕ᚋぢேࡢ㑇యࡢⅆⴿ࣭ᇙⴿ
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ճ⟇ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢᢕᥱ࣭ホ౯➼

ᇶᮏィ⏬┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝶ࠊᅜ࠾࠸࡚ࡑࡢ㐍ᤖ
≧ἣࢆᢕᥱ࣭ホ౯ࡋࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵᚲせ࡞ᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
≉ࠊᇶᮏィ⏬ࡢ୰㛫ᖺᗘ࡛࠶ࡿᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊྛ⟇ࡢ㐍
ᤖ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊಶูࡢㄢ㢟ࡢᩚ⌮᳨࣭ウࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸱㸲ᖺᗘ௨㝆ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ⟇ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊู
㏵᳨ウࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧⏝⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆᐇឤ࡛ࡁࡿไᗘ࣭㐠⏝ࡢᨵၿ
㸫ไᗘ㛤ጞ࣭㛤ጞᚋ࠾ࡅࡿ㌟ୖಖㆤࡢᐇ㸫

㸱 ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍ྥࡅ࡚⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗㅮࡎࡁ⟇



㛵ࡍࡿዎ⣙ࡢ⥾⤖➼ࢆつᐃࡋࡓᡂᖺᚋぢࡢົࡢࢆᅗࡿࡓ
ࡵࡢẸἲཬࡧᐙ௳ᡭ⥆ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺἲ
ᚊ➨㸰㸵ྕ㸧ࡀ⾜ࡉࢀࡓࠋྠἲᚊࡢ⾜≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᡂᖺᚋぢࡢ
ົࡀ㐺ษฎ⌮ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᚲせ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ձ㧗㱋⪅㞀ᐖ⪅ࡢ≉ᛶᛂࡌࡓពᛮỴᐃᨭࡢᅾࡾ᪉

     ۑᚋぢேࡣࠊᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࡢᑛ㔜ࢆᅗࡾࡘࡘࠊ㌟ୖ㓄៖ࡋࡓᚋ
ぢົࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋぢேࡀᮏே௦⌮ࡋ࡚ἲᚊ
⾜ⅭࢆࡍࡿሙྜࡶࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭࡢほⅬࡽࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᮏ
ேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࠊἲᚊ⾜Ⅽࡢෆᐜࡑࢀࢆᫎࡉࡏࡿࡇࡀồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ
ᚋぢேࡀᮏேࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ㐺ษ࡞㓄៖ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
ᚋࡶពᛮỴᐃࡢᨭࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡢᣦ㔪ࡢ⟇ᐃྥࡅࡓ᳨
ウ➼ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
     ۑᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸲᭶⾜ࡉࢀࡓᆅᇦ♫࠾ࡅࡿඹ⏕ࡢᐇ⌧ྥࡅ
࡚᪂ࡓ࡞㞀ᐖಖ⚟♴⟇ࢆㅮࡎࡿࡓࡵࡢ㛵ಀἲᚊࡢᩚഛ㛵ࡍࡿ
ἲᚊ㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺἲᚊ➨㸳㸯ྕ㸧ࡢ㝃๎࠾࠸࡚ࠊ⾜ᚋ㸱ᖺࢆ┠㏵
ࡍࡿぢ┤ࡋ㡯ࠕ㞀ᐖ⪅ࡢពᛮỴᐃᨭࡢᅾࡾ᪉ࠖࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ
ࡓࡇࢆཷࡅࠊཌ⏕ປാ┬ࡢᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡢ㞀ᐖ⪅⥲ྜ⚟♴᥎㐍
ᴗ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕពᛮỴᐃᨭ࢞ࢻࣛࣥ㸦㸧
ࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
      ᚋࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ᳨ウࢆ᭦㐍ࡵࡿࡶࠊ᳨ウࡢᡂᯝࡀᚋぢ










ேࡢ㛵ಀ⪅ඹ᭷ࡉࢀࠊྛ⏕άሙ㠃࡛ࡢά⏝ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶
ࡿࠋ
ղᚋぢேࡢ㑅௵࠾ࡅࡿ㓄៖

     ۑᚋぢேࡣࠊᮏேࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿࡶࠊ㌟ୖ㓄៖ࡋ࡚
ᚋぢົࢆ⾜࠺ࡁ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᚋぢேࡀࡇࡢࡼ࠺࡞
ົࢆࡘ㐺ษ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᮏேࡣࡶࡼࡾࠊぶ᪘ࠊ⚟
♴࣭་⒪࣭ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅➼ࡢᨭ⪅ࡶ࡞㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊᮏேࡢព
ᛮỴᐃࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃయไࡢᵓ⠏ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
    ࠊࡵࡓࡢࡇ ۑᐙᗞุᡤ࠾࠸࡚㐺ษ࡞ᚋぢேࢆ㑅௵࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᆅ
ᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ୰᰾ᶵ㛵ࡀࠊᮏேࢆྲྀࡾᕳࡃᨭࡢ≧ἣ➼ࢆ
ᐙᗞุᡤⓗ☜ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ᳨ウࢆ㐍
ࡵࡿࠋ
    ࠊ≉ ۑไᗘ⏝ࡀ㛗ᮇࢃࡓࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᮏேᚋぢேࡢ㛫ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊᐙᗞ
ุᡤࡀᮏேࡢ㞀ᐖࡢ≉ᛶࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼ࡓᚋぢேࢆ㑅௵࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊ㐺ษ࡞ሗᥦ౪ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ճ⏝㛤ጞᚋ࠾ࡅࡿᰂ㌾࡞ᑐᛂ

     ۑᚋぢ➼ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠊᮏேࡢุ᩿⬟ຊࡀᅇࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊᚋぢ➼
ࡀ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊ┦ᙜᮇ㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓᚋࡶࠊᮏேࡸᮏேࢆᨭ
࠼ࡿᐙ᪘➼ᚋぢேࡢ㛫ಙ㢗㛵ಀࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࠾
࠸࡚ࡶࠊᚋぢேṇ࡞⾜Ⅽࠊⴭࡋ࠸⾜㊧ࡑࡢᚋぢ➼ࡢ௵ົ㐺
ࡋ࡞࠸⏤ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊᐙᗞุᡤࡀᚋぢேࢆゎ௵ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
    ࠊࡕ࠺ࡢࢫ࣮ࢣࡓࡋ࠺ࡇ ۑᮏேࡢᶒ᧦ㆤࢆ༑ศᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋࠊᚋぢேࡢ௦ࢆᰂ㌾⾜࠺ࡇࢆྍ⬟
ࡍࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿ࡞ࡢ᪉⟇ࢆㅮࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
     ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᚋぢ➼ࡢ㛤ጞᚋࠊࢳ࣮࣒
ࡸ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡚ᚋぢேࡢົࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶᚲせ࡞ሗ
ࢆᢕᥱࡋࠊᮏேࡸࡑࡢᨭ⪅ᚋぢேࡀ࡞ே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏࡛
ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿᶵ⬟ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
      ࡲࡓࠊࡑࡢ㛵ಀࡢᨵၿࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡼࡾ⌧ᅾࡢᚋぢே࡛ࡣᮏ
ேࡢ㐺ษ࡞ᶒ᧦ㆤࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏே
ࢆྲྀࡾᕳࡃᨭࡢ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺᱁࡞ᚋ௵⪅ࢆ᥎⸀ࡍࡿ࡞ࠊᰂ
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մᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛤ጞࡢ᭷↓ࢆุ᩿ࡍࡿ㝿ᥦฟࡉࢀࡿデ᩿᭩➼
ࡢᅾࡾ᪉

 ⾜⌧ ۑἲࡣࠊᐙᗞุᡤࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝ࡋࡼ࠺ࡍࡿேࡢ⢭
⚄ࡢ≧ἣࡘࡁ㚷ᐃࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᐃࡵࡿ୍᪉࡛ࠊ᫂ࡽ
ࡑࡢᚲせࡀ࡞࠸ㄆࡵࡿࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸㸦ᐙ௳ᡭ⥆
ἲ㸦ᖹᡂ㸰㸱ᖺἲᚊ➨㸳㸰ྕ㸧➨㸯㸯㸷᮲㸧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㚷ᐃ᭩௦
࠼࡚ࠊࡼࡾ⡆᫆࡞デ᩿᭩ࡢᥦฟࡶチࡉࢀࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  ۑデ᩿᭩ࡢᥦฟࢆㄆࡵࡿ㐠⏝ࡣࠊᐙᗞุᡤ࠾ࡅࡿ㎿㏿࡞ᑂุ
㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㠃ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢேࡉࢀࡿࡇࡼࡾ⾜Ⅽ⬟ຊ
ࡀไ㝈ࡉࢀࡿ࡞ࠊࡑࡢຠᯝࡀࡁ࠸ࡇ➼㚷ࡳࢀࡤࠊᚋぢ࣭ಖబ࣭
⿵ຓࡢุูࡀ㐺ษ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ་ᖌࡀデ᩿᭩➼ࢆసᡂࡍࡿᙜ
ࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏேࡢ㌟యཬࡧ⢭⚄ࡢ≧ែࢆⓗ☜♧ࡍࡼ࠺࡞ᮏேࡢ⏕
ά≧ἣ➼㛵ࡍࡿሗࡀ㐺ษᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊ༑ศ࡞ุ᩿
㈨ᩱᇶ࡙ࡃ㐺ษ࡞་Ꮫⓗุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ
࠸ࠋ≉ࠊ㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏேࡢ㞀ᐖࡢ≉ᛶࢆࡼࡾⓗ☜㋃ࡲ࠼
ࡓุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
 ࠊ࡛ࡇࡑ ۑ㎿㏿࡞ᑂุࢆᅗࡾࡘࡘࠊࡼࡾᐇែ༶ࡋࡓ㐺ษ࡞ุ᩿ࢆྍ
⬟ࡍࡿࡓࡵࠊ་ᖌࡀデ᩿᭩➼ࢆసᡂࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⚟♴㛵ಀ⪅
➼ࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᮏேࡢ⨨ࢀࡓᐙᗞⓗ࣭♫ⓗ≧ἣ➼㛵ࡍࡿሗ
ࡶ⪃៖࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊデ᩿᭩➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࡶࠊ
ᮏேࡢ≧ἣ➼ࢆ་ᖌⓗ☜ఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ
᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ࠊࡓࡲ ۑᚋ㏙ࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒་ᖌࡶཧຍ
ࡋࠊデ᩿᭩➼ࢆసᡂࡋࡓᚋࡢሗᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ
࡞ᮏேᨭ㛵ࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㌾࡞㐠⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ձᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୕ࡘࡢᙺ

ୖグ㸰㸦㸰㸧ձ㸧ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ
୕ࡘࡢᙺࢆᛕ㢌ࠊᚑ᮶ࡢಖ࣭་⒪࣭⚟♴ࡢ㐃ᦠ㸦་⒪࣭⚟♴ࡘ
࡞ࡀࡿ⤌ࡳ㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪂ࡓࠊྖἲࡶྵࡵࡓ㐃ᦠࡢ⤌ࡳ㸦ᶒ

㸦㸰㸧ᶒ᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾ

  

  

  

  












 ۑᆅᇦయࡢぢᏲࡾయไࡢ୰࡛ࠊᶒ᧦ㆤᨭࡀᚲせ࡞ேࢆᆅᇦ
࠾࠸࡚Ⓨぢࡋࠊᚲせ࡞ᨭ⤖ࡧࡅࡿᶵ⬟ࢆᙉࡍࡿࠋ
 ۑᶒ᧦ㆤᨭࡀᚲせ࡞ேࡘ࠸࡚ࠊᮏேࡢ≧ἣᛂࡌࠊᚋぢ➼㛤
ጞ๓࠾࠸࡚ࡣᮏே㌟㏆࡞ぶ᪘ࡸ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅ࡀࠊ
ᚋぢ➼㛤ጞᚋࡣࡇࢀᚋぢேࡀຍࢃࡿᙧ࡛ࠕࢳ࣮࣒ࠖࡋ࡚ࢃ
ࡿయไ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࠊἲⓗ࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡘᚋぢேᆅᇦࡢ㛵ಀ⪅➼
ࡀ༠ຊࡋ࡚᪥ᖖⓗᮏேࢆぢᏲࡾࠊᮏேࡢពᛮࡸ≧ἣࢆ࡛ࡁࡿ㝈
ࡾ⥅⥆ⓗᢕᥱࡋᑐᛂࡍࡿ⤌ࡳࡍࡿࠋ

㸧ᮏேࢆᚋぢேࡶᨭ࠼ࡿࠕࢳ࣮࣒ࠖࡼࡿᑐᛂ

ղᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳ

ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ௨ୗࡢࡘࡢᇶᮏⓗ⤌ࡳࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
ࡋ࡚ᵓ⠏ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

᧦ㆤᨭࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸧ᶒ᧦ㆤᨭࡢᚲせ࡞ேࡢⓎぢ࣭ᨭ

ᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᶒ᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭࡢᚲせ࡞ே㸦㈈⏘⟶⌮ࡸᚲせ
࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ᡭ⥆ࢆ⮬ࡽ⾜࠺ࡇࡀᅔ㞴࡞≧ែ࡛࠶ࡿࡶ
ࢃࡽࡎᚲせ࡞ᨭࢆཷࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ேࠊᚅࢆཷࡅ࡚࠸ࡿே࡞㸧
ࡢⓎぢດࡵࠊ㏿ࡸᚲせ࡞ᨭ⤖ࡧࡅࡿࠋ

㸧᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࡢ┦ㄯ࣭ᑐᛂయไࡢᩚഛ

 ᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࠊ௵ពᚋぢࡸಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺ࠸ࡗࡓ㑅ᢥ⫥ࢆྵࡵࠊ
ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡘ࠸࡚ఫẸࡀ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛┦ㄯ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ❆
ཱྀ➼ࡢయไࢆᩚഛࡍࡿࠋ

࢘㸧ពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㐠⏝㈨ࡍࡿ
ᨭయไࡢᵓ⠏

 ᡂᖺᚋぢไᗘࢆࠊᮏேࡽࡋ࠸⏕άࢆᏲࡿࡓࡵࡢไᗘࡋ࡚⏝࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊᮏேࡢពᛮࠊᚰ㌟ࡢ≧ែཬࡧ⏕άࡢ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㐠⏝ࢆ
ྍ⬟ࡍࡿᆅᇦࡢᨭయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
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ྛᆅᇦ࠾ࡅࡿ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗᥖ
ࡆࡿ㸧ᗈሗᶵ⬟ࠊ㸧┦ㄯᶵ⬟ࠊ࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟ࠊ࢚㸧
ᚋぢேᨭᶵ⬟ࡢ㸲ࡘࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࠊẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗᩚഛࡉࢀࡿࡇ
ࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࠊ࢜㸧ṇ㜵Ṇຠᯝࡶ㓄៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ୰᰾ᶵ㛵⮬ࡽᢸ࠺ࡁᴗົࡢ⠊ᅖࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢ㛵ಀᅋయศᢸࡍࡿ࡞ࠊྛᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚ㄪᩚࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡍࡿᬑཬ࣭ၨⓎ
ࡢάືࠊேᮦ⫱ᡂࡸࠕᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮ࠖ➼ࡢ㐠Ⴀ➼ࡢྲྀ⤌ࡀ᪤
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡶ࠶ࡿࡀࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ୰᰾ᶵ㛵ࡢᶵ⬟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪤Ꮡࡢྲྀ⤌ࡢά⏝➼ࢆྵࡵࠊᆅᇦࡢ≧ἣᛂࡌ࡚
ᰂ㌾ᐇࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ᪤Ꮡࡢᆅᇦໟᣓࢣࡸᆅᇦ⚟♴ࡢࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊᐇ⦼ࡢ࠶ࡿᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ᪤Ꮡ㈨※ࡶ༑ศά⏝ࡋ࡞ࡀࡽᩚ

մᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡀᢸ࠺ࡁලయⓗᶵ⬟➼

ྛ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᩚഛࡋࠊ
༠㆟➼ࢆ㐺ษ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊࡑࡢ୰᰾࡞ࡿᶵ㛵ࡀᚲ
せ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᵝࠎ࡞ࢣ࣮ࢫᑐᛂ࡛ࡁࡿἲᚊ࣭⚟♴➼ࡢᑓ㛛▱
㆑ࡸࠊᆅᇦࡢᑓ㛛⫋➼ࡽ༠ຊࢆᚓࡿࣀ࢘ࣁ࢘➼ࡀ✚ࡉࢀࠊ
ᆅᇦ࠾ࡅࡿ㐃ᦠ࣭ᑐᛂᙉࡢ᥎㐍ᙺࡋ࡚ࡢᙺࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ճᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾࡞ࡿᶵ㛵ࡢᚲせᛶ

 ۑᚋぢ➼㛤ጞࡢ๓ᚋࢆၥࢃࡎࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡍࡿᑓ㛛┦ㄯ
ࡢᑐᛂࡸࠊᚋぢ➼ࡢ㐠⏝᪉㔪➼ࡘ࠸࡚ࡢᐙᗞุᡤࡢሗ
࣭ㄪᩚ➼㐺ษᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊಶࠎࡢࢣ࣮ࢫᑐࡍࡿࠕࢳ࣮࣒ࠖ
࡛ࡢᑐᛂຍ࠼ࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊἲᚊ࣭⚟♴ࡢᑓ㛛⫋ᅋయࡸ㛵ಀᶵ
㛵ࡀࡇࢀࡽࡢࢳ࣮࣒ࢆᨭࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
ྛࠊࡵࡓࡢࡇ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚ྛ✀ᑓ㛛⫋ᅋయ࣭㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ࣭㐃
ᦠᙉࢆ༠㆟ࡍࡿ༠㆟➼ࢆタ⨨ࡋࠊಶูࡢ༠ຊάືࡢᐇࠊࢣ࣮
ࢫ㆟ࡢ㛤ദࡸࠊከ⫋✀㛫࡛ࡢ᭦࡞ࡿ㐃ᦠᙉ⟇➼ࡢᆅᇦㄢ㢟ࡢ
᳨ウ࣭ㄪᩚ࣭ゎỴ࡞ࢆ⾜࠺ࠋ

㸧ᆅᇦ࠾ࡅࡿࠕ༠㆟ࠖ➼ࡢయไ࡙ࡃࡾ







㸧┦ㄯᶵ⬟

 ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཧຍࡍࡿྖἲࠊ⾜ᨻࠊ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅᇦ
࡞ࡢ㛵ಀ⪅ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡀᮏேࡢ⏕άࢆᏲࡾᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿ
㔜せ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࡇࡢㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡋࠊ⏝ࡍࡿᮏேࡢၨⓎάື
ࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓኌࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ேࢆⓎぢࡋᨭࡘ
࡞ࡆࡿࡇࡢ㔜せᛶࡸࠊไᗘࡢά⏝ࡀ᭷ຠ࡞ࢣ࣮ࢫ࡞ࢆලయⓗ
࿘▱ၨⓎࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࠋ
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞ᗈሗάື᥎㐍ࡢࡓࡵࠊᗈሗࢆ
⾜࠺ྛᅋయ࣭ᶵ㛵㸦ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈࠊᕷᙺᡤ࣭
⏫ᮧᙺሙࡢྛ❆ཱྀࠊ⚟♴ᴗ⪅ࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࠊẸ⏕ጤဨࠊ
⮬➼㸧㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺసᡂ࣭㓄ᕸࠊ◊ಟ࣭ࢭ
࣑ࢼ࣮⏬➼ࡢᗈሗάືࡀࠊᆅᇦ࠾࠸࡚άⓎ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺㓄៖
ࡍࡿࠋ
ࡢࡑ ۑ㝿ࡣࠊ௵ពᚋぢࠊಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡶྵࡵࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ
᪩ᮇ⏝ࡶᛕ㢌࠾࠸ࡓάື࡞ࡿࡼ࠺␃ពࡍࡿࠋ

㸧ᗈሗᶵ⬟

 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛵ࡍࡿ┦ㄯᑐᛂࡍࡿయไࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࡣࠊᆅᇦࡢᑓ㛛⫋ᅋయࡸἲࢸࣛࢫ➼ࡢ༠ຊࢆᚓ
ࡿࡇࡶᐃࡉࢀࡿࠋ
 ۑ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ⪅ࡽࡢ┦ㄯᑐᛂࠊᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬࡢ⢭ᰝࠊぢᏲ
ࡾయไࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
    ࣭ ᕷ⏫ᮧ㛗⏦❧࡚ࢆྵࡵᶒ᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭࡀᚲせ࡞ࢣ࣮ࢫ
ࡘ࠸࡚ࠊᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬẼ࠸ࡓேࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ㞀ᐖ
⪅┦ㄯᨭᴗ⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡽࡢ┦ㄯᛂࡌࠊሗࢆ㞟⣙ࡍࡿ
ࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼ࡢ
ᨭࢆᚓ࡚ࠊᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬࡢ⢭ᰝࠊᚲせ࡞ぢᏲࡾయไ㸦ᚲせ࡞ᶒ
᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭࡀᅗࡽࢀࡿయไ㸧ಀࡿㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ
    ࣭ ࡑࡢ㝿ࠊᮏேࡢ⏕άࢆᏲࡾࠊᶒࢆ᧦ㆤࡍࡿほⅬࡽࠊᆅᇦໟᣓ
ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡸ㞀ᐖ⪅┦ㄯᨭᴗ⪅➼ࡶ㐃ᦠࡋࠊᚋぢ㢮ᆺࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡢ⏝ࡢྍ⬟ᛶࡶ⪃៖ࡍࡿࠋ
ͤ ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼ࡢ㐃ᦠ☜ಖࡣࠊᕷ⏫
ᮧ༊ᇦࢆ㉸࠼ࡓᗈᇦᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࠊᕷ⏫ᮧ㒔





ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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E ᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ࣭άືࡢಁ㐍
 ۑᕷẸᚋぢேࡢ◊ಟ࣭⫱ᡂ࣭ά⏝
   ࣭ ᕷẸᚋぢேࡢ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ㒔㐨ᗓ┴ࡸᕷ⏫ᮧ
࠾࠸࡚⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊྛᆅᇦ࡛ᕷẸᚋぢேࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࡀ
ྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ㐃
ᦠࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡼࡾࠊࡼࡾ⫱ᡂ࣭ά⏝ࡀ㐍ࡴࡇࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ

D ཷ௵⪅ㄪᩚ㸦࣐ࢵࢳࣥࢢ㸧➼ࡢᨭ
 ۑぶ᪘ᚋぢேೃ⿵⪅ࡢᨭ
࣭ ᚋぢே࡞ࡿࡩࡉࢃࡋ࠸ぶ᪘ࡀ࠸ࡿሙྜࠊᮏேࡢ≧ἣᛂࡌࠊ
ᙜヱぶ᪘➼ࡢࢻࣂࢫࠊᑓ㛛⫋ࡢࡘ࡞ࡂࠊᙜヱぶ᪘➼ࡀᚋ
ぢே࡞ࡗࡓᚋࡶ⥅⥆ⓗᨭ࡛ࡁࡿయไࡢㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
 ۑᕷẸᚋぢேೃ⿵⪅➼ࡢᨭ
࣭ ᕷẸᚋぢேࡀᚋぢࢆ⾜࠺ࡢࡀࡩࡉࢃࡋ࠸ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷẸ
ᚋぢேೃ⿵⪅ࡢࢻࣂࢫࠊᚋぢே࡞ࡗࡓᚋࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᨭ
యไࡢㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
⪅௵ཷ ۑㄪᩚ㸦࣐ࢵࢳࣥࢢ㸧➼
࣭ ᑓ㛛⫋ᅋయ㸦ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼㸧ࡣࠊ࠶ࡽ
ࡌࡵࠊᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆᩚഛࡋࠊྛ࠾࠸࡚ே㑅ࢆ
⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᕷẸᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ຍ࠼ࠊἲேᚋぢࢆ⾜࠼ࡿ
ἲேࡢೃ⿵⪅ྡ⡙➼ࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ᐙᗞุᡤࡀᚋぢேࢆ㑅௵ࡍࡿ㝿ࡋࠊ୰᰾ᶵ㛵ࡀᚋぢேೃ⿵
⪅ࢆ᥎⸀ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏேࡢ≧ἣ➼ᛂࡌࠊ㐺ษ࡞ᚋぢே
ೃ⿵⪅ࡢ㑅ᐃࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᚲせ࡞ࢳ࣮࣒యไࡸࡑࡢᨭయไࢆ᳨
ウࡍࡿࠋ
 ۑᐙᗞุᡤࡢ㐃ᦠ
࣭ ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᚋぢேೃ⿵⪅ࡢⓗ☜࡞᥎⸀ࡸᚋぢேࡢᨭࢆ⾜
࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᪥㡭ࡽྛᆅᇦࡢᐙᗞุᡤࡢ㐃ᦠయไ
ࢆᩚ࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟

㐨ᗓ┴ࡀ㐃ᦠࡋᨭࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ͤ ྛᆅᇦࡢ≉ᛶᛂࡌࠊẸ⏕ጤဨ༠㆟ࡸ⮬ࠊ⛯⌮ኈࠊ⾜
ᨻ᭩ኈ➼ከᵝ࡞యࡢ㐃ᦠࡶᅗࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ





࢚㸧ᚋぢேᨭᶵ⬟
  
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊぶ᪘ᚋぢேࡸᕷẸᚋぢே➼ࡢ᪥ᖖⓗ࡞┦ㄯᛂࡌࡿ
ࡶࠊᚲせ࡞ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࠊ
 ࣭ ἲⓗ࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡘᚋぢேࠊᮏே㌟㏆࡞ぶ᪘ࠊ⚟♴࣭་⒪࣭ᆅ

   ࣭ ࡉࡽࠊᕷẸᚋぢேࡀࡼࡾά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊᕷẸ
ᚋぢே◊ಟࡢಟ⪅ࡘ࠸࡚ࠊἲேᚋぢࢆᢸ࠺ᶵ㛵࠾ࡅࡿἲே
ᚋぢᴗົࡸ♫⚟♴༠㆟࠾ࡅࡿぢᏲࡾᴗົ࡞ࠊᚋぢே࡞
ࡿࡓࡵࡢᐇົ⤒㦂ࢆ㔜ࡡࡿྲྀ⤌ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑἲேᚋぢࡢᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ࣭άືᨭ
࣭ ᚋぢேࡢཷ௵⪅ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊᑓ㛛⫋ࡢ㐃ᦠࠊᕷ
Ẹᚋぢே⫱ᡂຍ࠼ࠊἲேᚋぢࡢᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
࣭ ᢸ࠸ᡭࡢೃ⿵ࡋ࡚ࡣࠊ♫⚟♴༠㆟ࡸࠊᕷẸᚋぢே◊ಟಟ
⪅࣭ぶࡢ➼ࢆẕయࡍࡿ 132 ἲே➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚
ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࡑ࠺ࡋࡓయࡢάືᨭ㸦⫱ᡂ㸧ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
࣭ ⱝᖺᮇࡽࡢไᗘ⏝ࡀᐃࡉࢀࠊࡑࡢ≉ᛶࡶከᵝ࡛࠶ࡿ㞀ᐖ⪅
ࡢሙྜࠊ⥅⥆ᛶࡸᑓ㛛ᛶࡢほⅬࡽࠊἲேᚋぢࡢά⏝ࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿ
ሙྜࡶ࠶ࡾࠊᚋぢ┘╩➼ࡼࡿ┈┦➼ࡢᑐᛂࢆྵࡵࡓ㏱᫂ᛶ
ࡢ☜ಖࢆ๓ᥦࠊࡑࡢά⏝ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

F ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗ➼㛵㐃ไᗘࡽࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜
 ۑ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗࡣࠊุ᩿⬟ຊࡀ༑ศ࡛࡞࠸ேࡀ⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ⏝ᡭ⥆ࡸ㔠㖹⟶⌮࠾࠸࡚ᨭࢆཷࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡾࠊ
⏝㛤ጞᙜࡓࡾ་Ꮫⓗุ᩿ࡀồࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇࠊ⏕άᨭဨ➼ࡼ
ࡿぢᏲࡾᶵ⬟ࢆ⏕ࡋࠊᮏேᐤࡾῧࡗࡓᨭࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡞
ࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ۑᚋࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ୰࡛ࠊ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭ
ᴗ➼ࡢ㛵㐃ไᗘᡂᖺᚋぢไᗘࡢ㐃ᦠࡀᙉࡉࢀࡿࡁ࡛࠶
ࡾࠊ≉ࠊ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗࡢᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕಖబ࣭⿵ຓ㢮ᆺࡢ
⏝ࡸᚋぢ㢮ᆺࡢ㌿ࡀᮃࡲࡋ࠸ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢไ
ᗘࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜➼ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ ۑάಖㆤཷ⤥⪅ࢆྵࡴపᡤᚓ⪅➼࡛ࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚ࡶࠊᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࡢ᭦
࡞ࡿά⏝ࡶᅗࡾࡘࡘࠊᚋぢ➼㛤ጞࡢᑂุࡢㄳồࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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 ۑᡂᖺᚋぢไᗘ࠾ࡅࡿṇࡣࠊぶ᪘ᚋぢே➼ࡢ⌮ゎ㊊࣭▱
㆑㊊ࡽ⏕ࡌࡿࢣ࣮ࢫࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡸࢳ࣮࣒࡛ࡢぢᏲࡾయไࡢᩚഛࡼࡾࠊぶ᪘ᚋぢே➼ࡀᏙ❧
ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ᪥ᖖⓗ┦ㄯ➼ࢆཷࡅࡽࢀࡿయไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡅ

࢜㸧ṇ㜵Ṇຠᯝ

ᇦ➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡀࢳ࣮࣒࡞ࡗ࡚᪥ᖖⓗᮏேࢆぢᏲࡾࠊᮏேࡢ≧ἣ
ࢆ⥅⥆ⓗᢕᥱࡋ㐺ษᑐᛂࡍࡿయไࢆసࡿࡇࠋ
 ࣭ ᑓ㛛ⓗ▱ぢࡀᚲせ࡛࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚ἲᚊ࣭⚟♴ࡢ
ᑓ㛛⫋ࡀᮏேࢆᨭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑓ㛛⫋ᅋయࡢ༠ຊࢆᚓ
ࡽࢀࡿ⤌ࡳࢆసࡿࡇ㸦ࢣ࣮ࢫ㆟㛤ദ➼㸧ࠋ
 ࡞ࠊពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓᚋぢάືࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡼ࠺ࠊᨭࡍࡿࠋ
ͤ ୖグࢳ࣮࣒ຍࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡋ࡚ࠊ࠼ࡤࠊࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࠊ
┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࠊ⏕άಖㆤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࠊಖᖌࠊ⢭⚄ಖ⚟
♴ኈࠊධᡤඛ♫⚟♴タࠊධ㝔ඛ་⒪ᶵ㛵ࠊㄆ▱ึᮇ㞟୰ᨭ
ࢳ࣮࣒ࠊㄆ▱ᝈ་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࠊㆤࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࠊ㞀ᐖ
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᴗᡤࠊゼၥ┳ㆤࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊẸ⏕ጤဨࠊᕷ⏫ᮧ
❆ཱྀ࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊࡇࢀᑓ㛛⫋ࡶຍࢃࡿ
ࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ᐙᗞุᡤሗࢆඹ᭷ࡋࠊᚋぢே
ࡼࡿົࡀᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࠊࡑࡢ㌟ୖ㓄៖ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊ
ᚋぢேࢆᨭࡍࡿࠋ
  ≉ࠊᮏேࡢ⚟♴࣭⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࡢほⅬࡽࠊᮏேᚋぢே
ࡢ㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡸࡢᨭయไࡢษ᭰
࠼ࡀᮃࡲࡋ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ➼࠾࠸࡚ࠊᮏேࡢᶒ᧦ㆤࢆᅗࡿ
ࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞ᚋぢேೃ⿵⪅ࢆ᥎⸀ࡍࡿ࡞ࡢ᪉ἲࡼࡿᚋぢேࡢ
௦➼㎿㏿࣭ᰂ㌾ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᐙᗞุᡤࡢ㐃⤡ㄪᩚࢆ
⾜࠺ࠋ
   ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡿぢᏲࡾ࠾࠸࡚ࡣࠊ⛣⾜
ᆺ௵ពᚋぢዎ⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡢ࠺ࡕࠊᮏேࡢุ᩿⬟ຊࡀ
༑ศ࡛࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡉࡽࡣࡑࢀࢆḞࡃ➼ࡢ≧ἣ⮳ࡗ࡚ࡶ௵ពᚋぢ
┘╩ே㑅௵ࡢ⏦❧࡚ࡀ࡞ࡉࢀࡎࠊᮏேࡢᶒ᧦ㆤࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡞
࠸≧ែࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀ࡞࠸➼ࡶ␃ពࡋࠊࢳ࣮࣒
࠾ࡅࡿᨭࡢ୰࡛ࡑ࠺ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢆⓎぢࡋࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ
ᮏேࡢᶒ᧦ㆤࡘ࡞ࡆࡿࡇࡍࡿࠋ










 ۑタ⨨ࡢయࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰᰾ᶵ㛵ࡀ⾜࠺ᶒ᧦ㆤ㛵ࡍࡿᨭ
ࡢᴗົࡀࠊᕷ⏫ᮧࡢ⚟♴㒊ᒁࡀ᭷ࡍࡿಶேሗࢆᇶ⾜ࢃࢀࡿࡇ
ࡸࠊ⾜ᨻࡸᆅᇦࡢᖜᗈ࠸㛵ಀ⪅ࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛ࡢ㐃ᦠࢆㄪᩚࡍࡿᚲせ
ᛶ࡞ࡽࠊᕷ⏫ᮧࡀタ⨨ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࡢࡑ ۑ㝿ࡣࠊୗグ࢘㸧グ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊ࠼ࡤࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾ࡢᙺࢆᢸ࠺ࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿᶵ㛵ጤク

  㸧タ⨨ࡢయ

㸧タ⨨ࡢ༊ᇦ

 ۑ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨ࡢ༊ᇦࡣࠊఫẸ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿᕷ⏫ᮧࡢ༢
ࢆᇶᮏࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠊࡋࡔࡓ ۑᆅᇦࡢᐇᛂࡌࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢᨭࡶཷࡅࠊ」ᩘࡢᕷ⏫
ᮧࡲࡓࡀࡿ༊ᇦ࡛タ⨨ࡍࡿ࡞ࡢᰂ㌾࡞ᐇయไࡀ᳨ウࡉࢀࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

յ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀᙧែ

ࡤࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛㜵ࡄຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡢ࣒࣮ࢳ࡞࠺ࡼࡢࡇ ۑᩚഛ➼ࡼࡾࠊᮏேࡸぶ᪘ᚋぢே➼ࢆぢᏲࡿ
యไࡀᵓ⠏ࡉࢀࢀࡤࠊ௬ぶ᪘ᚋぢே➼ࡀᮏேᑐࡍࡿ⤒῭ⓗᚅ
ࡸᶓ㡿➼ࡢṇ⾜Ⅽཬࢇࡔࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢೃࢆ᪩ᮇᢕᥱࡍࡿ
ࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊࡑࡢⅬ࠾࠸࡚ࠊᐙᗞุᡤ➼㐃ᦠࡋ࡚㐺
ษ࡞ᑐᛂࢆࡿࡇࡼࡾࠊ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈㣗࠸Ṇࡵࡿࡇࡶᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋ
ୖ ۑグࡢࡼ࠺࡞యไࡀᩚഛࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊᚋぢே
࠾࠸࡚ࠊ㈈⏘ࡢಖࢆ᭱ඃඛ◳┤ⓗ࡞㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࢣ࣮
ࢫࡘ࠸࡚ࡶࠊᮏேࡢ⏕άࡢ≧ἣ➼ᛂࡌࠊᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ᮏேࡢ㈈
⏘ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡞ࠊࡼࡾ㐺ษ࣭ᰂ㌾࡞㐠⏝ࡀᗈࡀ
ࡿࡶࡢᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ۑᐙᗞุᡤࡢሗ࿌ࡸᐙᗞุᡤࡼࡿ┘╩ࢆ⿵ࡍࡿᙧ࡛ࠊᚋ
ぢேࡼࡿṇࡢᶵࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸⤌ࡳࡸ┘╩࡞ࢆ⾜࠺ᶵ
⬟ࢆᐙᗞุᡤࡢእ࡛ࡶࡢࡼ࠺ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ἲົ┬➼࠾࠸࡚ࠊ᭱㧗ุᡤࡸᑓ㛛⫋ᅋయࠊ㔠⼥ᶵ㛵➼ࡶ㐃ᦠ
ࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛࡼࡿṇ㜵Ṇຠᯝ
ࡶど㔝ධࢀࡘࡘࠊᐇຠⓗ࡞᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
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 ۑ༠㆟➼ࡢᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡿ㛵ಀ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ≉ࠊᑓ㛛⫋ᅋయ
㸦ᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ♫⚟♴ኈ➼㸧ࡣࠊᕷ⏫ᮧ༠ຊࡋࠊ
༠㆟➼ࡢタ❧‽ഛཧ⏬ࡍࡿࡶࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢάືࡢ୰ᚰⓗ࡞ᢸ࠸ᡭࡋ࡚ࠊ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ❧ཬࡧࡑࡢ࡞ᴗ
ົ㐠Ⴀ➼✚ᴟⓗ༠ຊࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

  ࢚㸧タ⨨࣭㐠Ⴀྥࡅࡓ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ

 ۑᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓ㐺ษ࡞㐠Ⴀࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᕷ⏫ᮧࡼࡿ
┤Ⴀཪࡣᕷ⏫ᮧࡽࡢጤク࡞ࡼࡾ⾜࠺ࠋ
 ۑᕷ⏫ᮧࡀጤクࡍࡿሙྜ➼ࡢ୰᰾ᶵ㛵ࡢ㐠Ⴀయࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົ
ࡢ୰❧ᛶ࣭බṇᛶࡢ☜ಖ␃ពࡋࡘࡘࠊᑓ㛛ⓗᴗົ⥅⥆ⓗᑐᛂ
ࡍࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿἲே㸦㸸♫⚟♴༠㆟ࠊ132 ἲேࠊබ┈ἲே
➼㸧ࢆᕷ⏫ᮧࡀ㐺ษ㑅ᐃࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᕷ⏫ᮧࡢุ᩿ࡼࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྲྀ⤌ᐇ⦼➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
୍ࡘࡢᶵ㛵࡛ࡣ࡞ࡃࠊ」ᩘࡢᶵ㛵ᙺࢆศᢸࡋ࡚ጤク➼ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࢘㸧㐠Ⴀࡢయ

ࡍࡿࡇ㸦」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࡲࡓࡀࡿ༊ᇦ࡛୰᰾ᶵ㛵ࡀタ⨨ࡉࢀࡿ
ሙྜࡣࠊᙜヱ」ᩘᕷ⏫ᮧࡼࡿඹྠጤク㸧ࡸࠊ᪤ࠕᡂᖺᚋぢᨭ
ࢭࣥࢱ࣮ࠖ➼ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࡑ࠺ࡋࡓᯟ⤌ࡳࢆ
ά⏝ࡍࡿࡇ➼ࢆྵࡵࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌࡓᙧ࡛ᰂ㌾タ⨨࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࠊࡽࡉ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚㔜ᒙⓗ࡞ᨭయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃほⅬ
ࡽࠊୖグࡢᕷ⏫ᮧ༢ࡢᶵ㛵ᑐࡋ᭦ᗈᇦⓗ࣭ᑓ㛛ⓗᨭ➼ࢆ⾜
࠺ࠊ㒔㐨ᗓ┴༢ࡸᐙᗞุᡤ㸦ᮏᗇ࣭ᨭ㒊࣭ฟᙇᡤ㸧༢࡛ࡢᑓ
㛛ᨭᶵ㛵ࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࡶࠊ✚ᴟⓗ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸ୰᰾ᶵ㛵ࡢᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛ⓗ࣭ᗈ
ᇦⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ෆᐜࡶከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㒔㐨ᗓ┴
ࡣࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢᐇᛂࡌࠊಁ㐍ἲ➨㸳᮲ࡢつᐃࡢࡗࡾࠊ⮬
ⓗࡘయⓗࠊᗈᇦⓗᑐᛂࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ᆅᇦ࠾ࡅࡿ
ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛࡢᨭཬࡧேᮦ㣴ᡂࡸᑓ
㛛⫋ᅋయࡢ㐃ᦠ☜ಖ➼ᗈᇦⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿᴗົ➼ࡘࡁࠊ
ᕷ⏫ᮧ༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ







㸦㸱㸧ṇ㜵Ṇࡢᚭᗏ⏝ࡋࡸࡍࡉࡢㄪ 㸫Ᏻᚰࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃ
ᩚഛ㸫

 ۑᅜࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேࡀไ
ᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊࡲࡎࡣࠊୖグմ㸧ᗈሗ
ᶵ⬟ࡸ㸧┦ㄯᶵ⬟ࡢᐇࡼࡾࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢᚲせᛶࡢ㧗
࠸ேࢆᆅᇦ࡛Ⓨぢࡋࠊ㐺ษࡑࡢ⏝ࡘ࡞ࡆࡿᶵ⬟ࡢᩚഛࡀඃඛࡉ
ࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑಁ㐍ἲᡂ❧ࡢཧ㆟㝔ෆ㛶ጤဨ㝃ᖏỴ㆟࠾࠸࡚ࠊ㞀ᐖ⪅
ࡢᶒ㛵ࡍࡿ᮲⣙➨㸯㸰᮲ࡢ㊃᪨㚷ࡳࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ⮬ᕫỴ
ᐃᶒࡀ᭱㝈ᑛ㔜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞♫⎔ቃࡢᩚഛࢆ⾜࠺᪨ࡢỴ㆟ࡀ࡞
ࡉࢀࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊಖబ࣭⿵ຓࡢά⏝ࢆྵࡵࠊ᪩ᮇࡢẁ㝵ࡽࠊᮏ
ே㌟㏆࡞ᆅᇦ࠾࠸࡚ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢ┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᕷ
⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡣࠊ≉ࠊྛᆅᇦࡢ┦ㄯᶵ⬟㸦մ㸧ࡢᶵ⬟㸧ࡢᩚഛ
ඃඛࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑմ࢘㸧ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟࢚㸧ᚋぢேᨭᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ᚋࡢㄆ▱㧗㱋⪅ࡢቑຍࡶᑐᛂࡋࠊᕷ⏫ᮧ㛗⏦❧࡚ࡢ㐺ษ࡞ᐇ
ࡸࠊ
ࠕぶஸࡁᚋࠖࡢ㞀ᐖ⪅ࡢ㛗ᮇࢃࡓࡿᚋぢ➼ࢆពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖ
ಖㆤࢆ㔜どࡋࡓ㐠⏝ኚ࠼࡚࠸ࡃᨭయไࢆ᪩ᮇᩚഛࡋ࡚࠸ࡃほ
Ⅼ➼ࡽࡣࠊ᪩ᮇࡢᩚഛࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡎࡣࠊྛ✀
ᑓ㛛⫋ࡢཧຍࢆᚓࡿࡓࡵᚲせ࡞༠㆟➼ࡘ࠸࡚ࠊᚲせᛂࡌ㒔㐨
ᗓ┴ࡢᨭࢆᚓࡘࡘࠊ᪩ᮇタ⨨ࡋࠊྛᆅᇦ࠾ࡅࡿ㛵ಀ⪅ࡢලయⓗ
࡞ᙺศᢸ㐃ᦠయไࡢᩚഛດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒ཬࡧᑓ㛛⫋ᅋయࡼࡿᨭ
యไ࡞ࡢᩚഛᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊྛᆅᇦ࠾ࡅࡿᆅᇦࢣ㆟ࠊ㞀ᐖ⪅
ࡢ᪥ᖖ⏕άཬࡧ♫⏕άࢆ⥲ྜⓗᨭࡍࡿࡓࡵࡢἲᚊ㸦ᖹᡂ㸯㸵ᖺ
ἲᚊ➨㸯㸰㸱ྕ㸧ᇶ࡙ࡃ༠㆟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ⚟♴ィ⏬ᇶ࡙ࡁᆅ
ᇦάືࢆ⾜࠺ྛ✀ᶵ㛵࣭༠㆟➼ࠊᆅᇦ⚟♴ࡸᆅᇦໟᣓࢣ➼ࡢ᪤Ꮡ
ࡢ㈨※࣭⤌ࡳࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊࡇࢀࡽ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘ㐍ࡵ
ࡿࠋ
ࠊ࠾࡞ ۑᡂᖺᚋぢไᗘࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ࡸࡑࡢᚋぢேࡢ
┦ㄯᑐᛂ➼ࡢᨭࡶࠊពᛮỴᐃᨭࡸ㌟ୖಖㆤࢆ㔜どࡋࡓ㐠⏝ࡢᐇ
ࢆᅗࡿほⅬࡽ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ᪤Ꮡࡢ㈨※ࡸ⤌ࡳࠊ≉ᑓ㛛⫋ᅋయࢆ
ά⏝ࡍࡿ࡞ࡼࡾᑐᛂࡋࠊぢᏲࡾయไࡢᙉ࡞ᨭࡢᚲせ࡞ࢣ࣮
ࢫࡢᑐᛂ➼ດࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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    ۑᡂᖺᚋぢไᗘࡀ⏝⪅ࡗ࡚ࠊᏳᚰࡘᏳ࡞ไᗘ࡞ࡿࡓࡵ
ࡣࠊ┘╩ᶵ⬟ࡢ᭦࡞ࡿᐇ࣭ᙉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢁࠊᐙᗞุᡤ
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㛵ಀᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊᚋࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
   ࠊ≉ ۑᆅᇦ࠾ࡅࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᙺࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏேࡀᡂᖺᚋぢไ
ᗘࢆ⏝ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࠊ⮬ᕫྡ⩏ࡢ㡸㈓㔠ཱྀᗙࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࢆ
ᕼᮃࡋࡓሙྜࡣࠊᚋぢே࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࢆ㐺ษ⟶⌮࣭⾜ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊᚋぢไᗘᨭಙク୪❧࣭௦᭰ࡍࡿ᪂ࡓ࡞᪉⟇ࢆ
㔠⼥㛵ಀᅋయࡸྛ㔠⼥ᶵ㛵࠾࠸࡚✚ᴟⓗ᳨ウࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿࠋ

ձ㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌

   ۑ㔠⼥ᶵ㛵ࡣࠊᮏேྡ⩏ࡢ㡸㈓㔠ཱྀᗙࡘ࠸࡚ࠊᚋぢேࡼࡿṇ࡞
ᘬฟࡋࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊඖᮏ㡿ࡘ࠸࡚ࡢᚋぢ┘╩ே➼ࡢ㛵ࢆྍ
⬟ࡍࡿ⤌ࡳࢆᑟධࡍࡿ࡞ࠊṇࡢⓎ⏕ࢆᮍ↛ᢚṆࡍࡿࡓ
ࡵࡢ㐺ษ࡞⟶⌮࣭ᡶᡠ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ᭱㧗ุᡤࡸἲົ┬➼ࡶ㐃ᦠ
ࡋࡘࡘࠊ✚ᴟⓗ࡞᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
  ࠊࡾࡼ⤌ྲྀࡓࡋ࠺ࡇ ۑᚋぢேࡢ㈈⏘⟶⌮ࡢົࡢ㈇ᢸࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ
ࡇ࡞ࢀࡤࠊᚋぢேࡀ㌟ୖಖㆤ㛵ࡍࡿົࡼࡾྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ
ྍ⬟࡞ࡿࠋ

ղぶ᪘ᚋぢேࡢᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⌮ゎಁ㐍ࡼࡿṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ

   ۑᮏேࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊᚋぢேࡼࡿṇ㜵Ṇ➼ࢆྵࡵࡓᮏேࡢ
ᶒ᧦ㆤࢆࡼࡾ☜ᐇ࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊᨭᶵ⬟ࢆᢸ࠺ἲᚊᑓ㛛⫋ᅋ
యࡣࠊᨭᶵ⬟ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᚋぢேᑐࡋࠊ✚ᴟⓗᣦᑟ࣭ຓゝࢆ
⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
  ୖ ۑグࡢἲᚊᑓ㛛⫋ᅋయࡣࠊᚋぢேࡢᚋぢ➼ࡢົࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ
࡞ⅬࢆⓎぢࡋࡓሙྜࡣࠊᐙᗞุᡤ㐃ᦠࡋ㐺ษᑐᛂࡍࡿࠋ

ճᐙᗞุᡤᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ㐃ᦠ

   ۑἲົ┬➼ࡣࠊ᭱㧗ุᡤ㐃ᦠࡋࠊᆅᇦࡢ㔠⼥ᶵ㛵࠾ࡅࡿ⮬ⓗ
ྲྀ⤌➼ࡸᑓ㛛⫋ᅋయ➼࠾ࡅࡿᑐᛂᙉ⟇ࡢ᳨ウࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼ
ࡾຠ⋡ⓗ࡞ṇ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ














ճᕷ⏫ᮧࡼࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᇶᮏィ⏬㸦ᕷ⏫ᮧィ⏬㸧ࡢ⟇ᐃ

 ۑᅜࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேࡀไ
ᗘࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿほⅬࡽࠊᆅᇦᨭᴗཬࡧᆅᇦ⏕άᨭ
ᴗࡋ࡚ྛᕷ⏫ᮧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࡢά
⏝ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢどⅬࡽࠊྛᕷ⏫ᮧ࠾࠸᳨࡚ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࡑࡢᐇࢆ᳨ウࡍࡿࡇࠋ
࣭ ᆅᇦᨭᴗᐇせ⥘࠾࠸࡚ࠊᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ᨭᴗࡀᕷ
⏫ᮧ㛗⏦❧࡚㝈ࡽࡎࠊᮏே⏦❧࡚ࠊぶ᪘⏦❧࡚➼ࢆዎᶵࡍࡿሙ
ྜࢆࡶᑐ㇟ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࠊཬࡧᚋぢ㢮ᆺࡢࡳ࡞ࡽࡎಖబ࣭
⿵ຓ㢮ᆺࡘ࠸࡚ࡶຓᡂᑐ㇟ࡉࢀࡿࡇࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྲྀᢅ࠸ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࠋ
 ۑᑓ㛛⫋ᅋయࡀ⊂⮬⾜ࡗ࡚࠸ࡿබ┈ಙクࢆά⏝ࡋࡓຓᡂไᗘࡢ
㚷ࡳࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࡢほⅬࡽࡢᐤࢆά⏝ࡋࡓຓᡂไ
ᗘࡢタ࣭ᣑ࡞ࡢྲྀ⤌ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ղไᗘࡢ⏝ಀࡿ㈝⏝➼ಀࡿຓᡂ

㸦㸲㸧ไᗘࡢ⏝ಁ㐍ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡑࡢࡢ㡯

ձ௵ពᚋぢ➼ࡢ⏝ಁ㐍

⾜ ۑᨻࠊᑓ㛛⫋ᅋయࠊ㛵ಀᶵ㛵ࠊྛᆅᇦࡢ┦ㄯ❆ཱྀ➼࠾࠸࡚ࠊ௵ព
ᚋぢዎ⣙ࡢ࣓ࣜࢵࢺ➼ࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ௵ពᚋ
ぢ➼ࢆྵࡵࠊᮏேࡢᶒ᧦ㆤࡢほⅬࡽ┦ㄯ࡞ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞ሙྜ
ࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

մ⛣⾜ᆺ௵ពᚋぢዎ⣙࠾ࡅࡿṇ㜵Ṇ

  ⾜⛣ ۑᆺ௵ពᚋぢዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグ㸰㸦㸰㸧մ࢚㸧࠾࠸࡚㏙
ࡓᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢳ࣮࣒ࡼࡿぢᏲࡾ࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞ࢣ
࣮ࢫࡢⓎぢ࣭ᨭࡶࠊṇ㜵Ṇྥࡅࡓᐇົⓗ࡞ᑐᛂ⟇ࡘ࠸
࡚ᖜᗈ࠸᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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   ۑᕷ⏫ᮧࡣࠊୖグࡢ࠾ࡾࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰᰾ᶵ㛵ࡢタ⨨
➼࠾࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡶࠊᆅᇦࡢᑓ㛛⫋ᅋయ➼ࡢ㛵
ಀ⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦༠㆟➼㸧ࡢタ❧
࡞㐠Ⴀ࠾࠸࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
   ۑᕷ⏫ᮧࡣࠊୖグ㸦㸰㸧մᥖࡆࡓᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵
ᮇᚅࡉࢀࡿᶵ⬟ࡢẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗᩚഛྥࡅࠊᕷ⏫ᮧィ⏬ࢆᐃࡵࡿ
ࡼ࠺ດࡵࡿࠋ
  ࠊࡓࡲ ۑᕷ⏫ᮧࡣࠊಁ㐍ἲ➨㸰㸱᮲➨㸰㡯࠾࠸࡚ࠊ᮲࡛ᐃࡵࡿ
ࡇࢁࡼࡾࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦ࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍
㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞㡯ࢆㄪᰝᑂ㆟ࡉࡏࡿᑂ㆟ࡑࡢࡢྜ㆟ไࡢᶵ㛵
ࢆ⨨ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
    ᕷ⏫ᮧࡣࠊᙜヱྜ㆟ไࡢᶵ㛵ࢆά⏝ࡋࠊᕷ⏫ᮧィ⏬ࡢ᳨ウ࣭⟇ᐃࢆ
㐍ࡵࡿࠊᙜヱᆅᇦ࠾ࡅࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢྲྀ⤌≧ἣࡘ࠸࡚ㄪᰝ

ձᕷ⏫ᮧ


㸦㸳㸧ᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊ㛵ಀᅋయ➼ࡢᙺ

 ۑಁ㐍ἲ➨㸰㸱᮲➨㸯㡯࠾࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧࡣࠊᅜࡢᇶᮏィ⏬ࢆ຺ࡋ
࡚ࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦ࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿ
⟇ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ィ⏬㸦௨ୗࠕᕷ⏫ᮧィ⏬ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆᐃࡵࡿࡼ
࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ۑᕷ⏫ᮧィ⏬ࢆᐃࡵࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢⅬࡘࡁࠊලయⓗ┒ࡾ
㎸ࡴࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
࣭ ୖグ㸦㸰㸧ձࡢᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୕ࡘࡢᙺࢆྛᆅᇦ࠾࠸
࡚ຠᯝⓗᐇ⌧ࡉࡏࡿほⅬࡽࠊලయⓗ࡞⟇➼ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇࠋ
࣭ ୖグ㸦㸰㸧ղࡢࢳ࣮࣒ࡸ༠㆟➼࠸ࡗࡓᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
ᇶᮏⓗ⤌ࡳࢆලయࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
࣭ ୖグ㸦㸰㸧մࠊյཬࡧնࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧ୰᰾
ᶵ㛵ࡢタ⨨࣭㐠Ⴀࠊ୪ࡧࡑࢀࡽࡢᶵ⬟ࡢẁ㝵ⓗ࣭ィ⏬ⓗᩚഛࡘ࠸
࡚ᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ
࣭ ᪤Ꮡࡢᆅᇦ⚟♴࣭ᆅᇦໟᣓࢣ࣭ྖἲࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠸ࡗࡓᆅᇦ
㈨※ࡢά⏝ࡸࠊᆅᇦ⚟♴ィ⏬࡞᪤Ꮡࡢ⟇ࡢᶓ᩿ⓗ࣭᭷ᶵⓗ㐃ᦠ
㓄៖ࡋࡓෆᐜࡍࡿࡇࠋ
 ࣭ ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝㛵ࡍࡿຓᡂไᗘࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ┒ࡾ㎸ࡴ
ࡇࠋ







 ۑಁ㐍ἲ➨㸰㸲᮲࠾࠸࡚ࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡀㅮࡎࡿᥐ⨨ࢆ᥎㐍
ࡍࡿࡓࡵࠊྛᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦࢆ㉸࠼ࡓᗈᇦⓗ࡞ぢᆅࡽࠊᚋぢே࡞ࡿ
ேᮦࡢ⫱ᡂࠊᚲせ࡞ຓゝࡑࡢࡢຓࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑಁ㐍ἲ➨㸳᮲࡛ࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢ
ಁ㐍㛵ࡍࡿ⟇㛵ࡋࠊᅜࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊ⮬ⓗࡘయⓗ
ࠊࡑࡢᆅᇦࡢ≉ᛶᛂࡌࡓ⟇ࢆ⟇ᐃࡋࠊཬࡧᐇࡍࡿ㈐ົࢆ᭷ࡍ
ࡿࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐙᗞุᡤࡀ㒔㐨ᗓ┴ࢆᇶᮏ༢ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿ
ࡇࡸࠊᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ྖἲ㛵ࡍࡿ⟇ࡸྖἲ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡣࣁ
࣮ࢻࣝࡀ㧗࠸ឤࡌࡿᕷ⏫ᮧࡶከ࠸ࡇ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊ
㒔㐨ᗓ┴యࡢ⟇ࡢ᥎㐍ࡸࠊᅜࡢ㐃ᦠ☜ಖ➼࠾࠸࡚ࠊᑟⓗᙺ
ࢆᯝࡓࡍࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ۑලయⓗࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ୗࡢྛᆅᇦࡢ㐃ᦠࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵ࡢᩚഛࡸࡑࡢྲྀ⤌≧ἣࢆ⥅⥆ⓗᢕᥱࡍࡿࡶ
ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᨭ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
  ࣭ ྛᕷ⏫ᮧࡢ᳨ウ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡘࡘࠊᗈᇦ࡛ࡢ༠㆟➼࣭୰᰾ᶵ㛵ࡢ
タ⨨࣭㐠Ⴀࡘࡁᕷ⏫ᮧㄪᩚࡍࡿࠋ
    ࡑࡢ㝿ࠊᐙᗞุᡤ㸦ᮏᗇ࣭ᨭ㒊࣭ฟᙇᡤ㸧ࡢ㐃ᦠࡸࠊἲᚊᑓ㛛
⫋ᅋయࡢ㐃ᦠ➼ࢆຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ⾜࠺ほⅬ␃ពࡍࡿࠋ
 ࣭ ≉ᚋぢ➼ࡢᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖ㸦ᕷẸᚋぢேࡢ◊ಟ࣭⫱ᡂࠊἲேᚋぢࡢ
ᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖ➼㸧ࡸᕷ⏫ᮧ⫋ဨࢆྵࡵࡓ㛵ಀ⪅ࡢ㈨㉁ࡢྥୖ㛵ࡍ
ࡿ⟇➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࡛ࣞ࣋ࣝྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࡣከ࠸
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
   㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊᅜࡢᴗࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᕷ⏫ᮧ㐃ᦠࢆࡗ࡚⟇ࡢ
᥎㐍ດࡵࠊࡢᆅᇦఫࢇ࡛࠸࡚ࡶไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேᑐࡋࠊ
㌟㏆࡞ࡇࢁ࡛㐺ษ࡞ᚋぢேࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺✚ᴟⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺
ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
࣭ ྛᕷ⏫ᮧ༢⊂࡛ᆅᇦ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭୰᰾ᶵ㛵ࢆタ⨨࣭㐠Ⴀࡍࡿ

ղ㒔㐨ᗓ┴

ᑂ㆟ࡋࠊ࠼ࡤࠊᙜヱᆅᇦ࠾࠸࡚ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡀᚲせ࡞ேࢆ
Ⓨぢࡋไᗘ⏝ࡘ࡞ࡆࡿᨭࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ➼ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྲྀ⤌
≧ἣࡢⅬ᳨ࠊホ౯➼ࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
  ࠊ࠾࡞ ۑඛ㏙ࡢ࠾ࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿయไᩚഛࡣࠊᆅᇦ⚟♴ࡸᆅᇦໟ
ᣓࢣ➼ࡢ᪤Ꮡࡢ㈨※࣭⤌ࡳࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᆅᇦ⚟♴ィ⏬࡞᪤Ꮡ
ࡢ⟇᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘ㐍ࡵࡿࠋ
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մ㛵ಀᅋయ

 ۑᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧࡽࡢ┦ㄯ✚ᴟⓗᛂࡌࠊ㈈※
ࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊᅜࡢண⟬ᴗࡢ✚ᴟⓗά⏝࡞ࢆಁࡍࡶࠊྛᆅ
ᇦ࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞㐃ᦠࡢ⤌ࡳࡢලయⓗ᳨ウ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ
ྛᆅᇦࡢྲྀ⤌ࢆ㞟ࡋࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ⤂ࡸࠊ㐃ᦠᙉྥࡅ
࡚ࡢヨ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢᨭ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࠊࡓࡲ ۑᅜࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴➼ࢆ㏻ࡌࠊᅜࡢᇶᮏィ⏬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᅜ࠾
ࡅࡿྲྀ⤌≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿྲྀ⤌≧ἣ᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸
➼ࢆ⥅⥆ⓗ☜ㄆࡋࠊᚲせ࡞ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧
ἣ➼ࢆ຺ࡋࠊᚲせ࡞ᨭ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࡍࡿࠋ
   ۑಖబ࣭⿵ຓࢆྵࡵࡓᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍ࡼࡿ௳ᩘࡢቑຍ
ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊุᡤࡢᚲせ࡞యไᩚഛࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
   ͤ ࡞࠾ࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ㈨※ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᶓ᩿ⓗ࡛ຠ⋡ⓗ࡞
㐃ᦠࡢ⤌ࡳᵓ⠏ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᅜ࣭㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚
ࡣࠊ᪤Ꮡࡢไᗘࡢᙎຊⓗ࡞ά⏝➼㓄៖ࡍࡿࠋ



ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡶࠊᗈᇦⓗ࡞ほⅬࡽࠊᐙᗞุᡤࡸᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩
ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼ࡢ㐃ᦠ㠃࡞ࠊᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ࠊࡽࡉ ۑᆅᇦ࠾࠸࡚㔜ᒙⓗ࡞ᨭయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃほⅬࡽࠊ
ୖグࡢᕷ⏫ᮧ༢ࡢᶵ㛵ᑐࡋ᭦ᗈᇦⓗ࣭ᑓ㛛ⓗᨭࢆ⾜࠺ࠊ㒔㐨
ᗓ┴༢ࡸᐙᗞุᡤ㸦ᮏᗇ࣭ᨭ㒊࣭ฟᙇᡤ㸧༢࡛ࡢᑓ㛛ᨭᶵ㛵
ࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࡶࠊ✚ᴟⓗ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

 ᘚㆤኈ࣭ྖἲ᭩ኈ࣭♫⚟♴ኈ➼࠸ࡗࡓἲᚊᑓ㛛⫋ᅋయࡸ⚟
♴㛵ಀ⪅ᅋయ➼ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ༠㆟➼✚ᴟⓗཧຍࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡅࡿ┦ㄯᑐᛂࠊࢳ࣮࣒ࡢᨭ➼ࡢάື࡞࠾࠸࡚✚
ᴟⓗ࡞ᙺࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
    
㸧⚟♴㛵ಀ⪅ᅋయ

 ۑᚋࠊᡂᖺᚋぢไᗘ࠾࠸࡚ᮏேࡢពᛮỴᐃᨭ࣭㌟ୖಖㆤࢆ㔜
どࡋࡓ㐠⏝ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊ♫⚟♴ኈ࡞⚟♴㛵ಀᅋయࡣࠊ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ᙺࡀ୍ᒙᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ











 ۑᚋࡶࠊ」㞧ᅔ㞴࡞ᚋぢ➼ࡢࡸࠊ㈈⏘⟶⌮ࡀ㔜どࡉࢀࡿࠊ
ᮏேᚋぢேࡢ㛫ᐖࡢᑐ❧ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ➼࠾࠸࡚ࡣࠊ
ἲᚊ㛵ಀᅋయࡢ㛵ࡀᚲせྍḞ࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᙺࡀᮇᚅ
ࡉࢀࡿࠋ
࣭ ἲⓗほⅬࡽࡢᚋぢ➼ࢽ࣮ࢬࡢ⢭ᰝࡸᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢᚲ
せᛶࠊ㢮ᆺヱᙜᛶ➼ࢆぢᴟࡵࡿሙ㠃࡛ࡢຓゝࡸᣦᑟࠊࢣ࣮ࢫ㆟
➼ࡢཧຍ
࣭ ᘚㆤኈཬࡧྖἲ᭩ኈ➼ࡢᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆᩚഛࡋࠊከ㢠ࡢ㔠
㖹➼㈈⏘ࡢᤵཷࡸ㑇⏘ศ༠㆟➼ࡢ㧗ᗘ࡞ἲᚊⓗᑐᛂࡀᚲせ
࡞ࡿ௳➼ࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞ᚋぢேཬࡧᡂᖺᚋぢ┘╩ே➼ࡢೃ⿵
⪅ࢆ᥎⸀
࣭ ぶ᪘ᚋぢேࠊᕷẸᚋぢே➼ࡢ㑅௵ᚋ࠾࠸࡚ࠊ▱㆑㊊ࡸ⌮ゎ
㊊ࡽ⏕ࡌࡿṇⓎ⏕➼ࢆᮍ↛㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊᨭᶵ⬟
ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᚋぢேᑐࡍࡿᣦᑟࡸຓゝࠊᚲせᛂࡌ࡚ᡂᖺᚋ
ぢ┘╩ே➼ࡋ࡚㛵

㸧ἲᚊ㛵ಀ⪅ᅋయ

࣭ ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡͤ㸴ࡢ⌮ᛕࡸᢏ⾡࡞ᇶ࡙ࡃᮏேࡢពᛮỴᐃ
ࡢᨭ
࣭ ⚟♴㛵ࡍࡿ┦ㄯࡢ୍⎔ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝┦
ㄯࠊไᗘࡸ㐺ษ࡞㛵ಀᶵ㛵ࡢ⤂
࣭ ♫⚟♴ኈ➼ࡢᚋぢேೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆᩚഛࡋࠊ⚟♴ⓗᑐᛂࢆ㔜ど
ࡍࡁ௳➼ࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞ᚋぢேཬࡧᡂᖺᚋぢ┘╩ே➼ࡢೃ
⿵⪅ࢆ᥎⸀
࣭ ᆅᇦࡢ༠㆟➼࠾ࡅࡿࠊ᪥ᖖⓗ࡞ぢᏲࡾ࠾ࡅࡿࢳ࣮࣒ࡢᨭ
ࡸࠊᚋぢࡢ㐠⏝᪉㔪࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࡞ຓゝ➼ࡢάື
࣭ ᚲせᛂࡌࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ㞀ᐖ⪅┦ㄯᨭᴗ⪅ࠊ
ᕷᙺᡤ࣭⏫ᮧᙺሙ➼ࡢሗඹ᭷ࠊ㐃⤡ㄪᩚ㸦ᶒ᧦ㆤᨭࡀᚲ
せ࡞ேࡢⓎぢ➼㸧
♫ ۑ⚟♴ἲே࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊࡇࢀࡽ
ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿබ┈ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ୍ࡘ
ࡋ࡚ࠊపᡤᚓࡢ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅ᑐࡋ࡚⮬ࡽᡂᖺᚋぢ➼ࢆᐇࡍࡿ
ࡇࡶྵࡵࠊࡑࡢᬑཬྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ͤ㸴 ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆ⏝࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ♫⚟♴ຓάືࡸࠊ♫⚟♴ຓάື࡛⏝࠸ࡽࢀ
ࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᢏ⾡࡞ࡢ⥲⛠ࠋ
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࣭ ᮏேᚋぢேࡢᐖࡀᑐ❧ࡋࡓሙྜࡢㄪᩚຍ࠼ࠊᆅᇦࡢ༠
㆟➼࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࡞ᣦᑟࠊຓゝ➼ࡢάື

㸦㸴㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ேࡢᨭ➼
ࡢ᳨ウ

   ձ ⤒⦋➼

 ۑ་⒪ࡸㆤ➼ࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼௦ࢃࡗุ࡚᩿ࢆࡍ
ࡿぶ᪘➼ࡀ࠸࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᚲせ࡞་⒪࣭ㆤ➼ࢆཷࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢᨭࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࡢ୰࠾ࡅࡿᡂᖺᚋぢே
➼ࡢົࡢ⠊ᅖࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ۑཌ⏕ປാ┬ࡢᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘࠕㄆ▱ࡢேࡢពᛮỴᐃ⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ᨭࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ◊✲ᴗࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊㄆ▱ࡢேࡢពᛮỴᐃ
ᨭ㛵ࡍࡿ⌮ⓗ࣭ἲⓗ࡞ほⅬࡽࡢㄽⅬࡢᩚ⌮ཬࡧ་⒪࣭ㆤ➼
ࡢほⅬࡽࡢὀពⅬࡀྲྀࡾࡲࡵࡽࢀࡓࠋ
 ۑᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢྠ◊✲ᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡢ་⒪ྠពᶒ
ࡶྵࡵࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ་⒪࣭ㆤ➼ಀࡿពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ே
ࡢᨭࡢᅾࡾ᪉➼ࡢ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸰᭶㸰᪥ࠊࡑࡢ᳨
ウ≧ἣࡀಁ㐍ጤဨ୰㛫ሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ

ղ ୰㛫ሗ࿌ࡢෆᐜ

ྠ ۑ୰㛫ሗ࿌࡛ࡣࠊᡂᖺᚋぢே➼་⒪ྠពᶒࢆ࠼ࡿ࠺㸦ྜἲ
ᛶ㸧ࡢほⅬࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊពᛮỴᐃᨭࡢどⅬࡽࠊ㐺᱁ᛶ㸦ᨭᚲせ
࡞㈨㉁ຊ㔞㸧ཬࡧ㐺ษᛶ㸦ᶒ㝈⾜ࡀ㐺ษ⾜ࡉࢀࡿ᮲௳➼㸧ࡢ☜
ಖࡢほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
࣭ ᡂᖺᚋぢே➼ࡣࠊᮏேࡢពᛮỴᐃᨭ⪅ࡢ୍ဨࡋ࡚ࡢᙺ㸦ሗ
ᥦ౪ࡸࠊពᛮ㏻ุ࣭᩿࣭ពᛮᙧᡂࡢᨭ➼㸧ࡀ࠶ࡾࠊᮏேࡢពᛮࢆ᥎
ᐃࡍࡿሙྜࡶࠊࡼࡾヲ⣽ᮏேࡢពᛮࢆ࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺ከ⫋✀ࡢ༠
㆟ཧຍࡋࡓࡾࠊᐙ᪘㛫ࡢពぢࢆㄪᩚࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ㈉⊩࡛ࡁࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ ᚋࠊ⮫ᗋ⌧ሙࡢពᛮỴᐃᨭࡢ㉁ࡢྥୖࡢほⅬࡽᡂᖺᚋぢே➼ࡢ
ᙺࡢᣑࢆ⪃࠼ࡿሙྜࡣࠊពᛮỴᐃᨭ➼ࡢㄆ㆑ྥୖࡸពᛮỴᐃ
ᨭࡢ㉁ࡢ☜ಖࡢࡓࡵࡢᡭ㡰࣭㐠⏝ࣉࣟࢭࢫࡢ᫂♧࠸ࡗࡓ୍⯡ⓗ࡞
⟇ేࡏ࡚ࠊᚋぢேࡢពᛮỴᐃᨭ⪅ࡋ࡚ࡢᙺࢆ᫂♧ࡍࡿ



 



 ۑᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘ㸦࠸ࢃࡺࡿḞ
᱁᮲㡯㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࢆ㌋㌉ࡉࡏࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠊࡓࡲ ۑಁ㐍ἲ➨㸯㸯᮲➨㸰ྕ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒಀ
ࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺
ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ۑᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢேᶒࡀᑛ㔜ࡉࢀࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮⏤

ࡶࠊᩍ⫱ཬࡧ㐠⏝ࡢ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ≉ࠊᮏேࡢពᛮỴᐃࡀᅔ㞴࡞ሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡀ㌟ୖ
┘ㆤ㠃࡛༑ศ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋᮏேࡢ⨨ࢀࡓ≧ἣࡸࡑࢀక࠺ពᛮࡢ
⤒㐣➼ࢆ⇍▱ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡲࡎࡑ࠺ࡋࡓ⎔ቃᩚഛࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ ࡑࡢࡓࡵࡣࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ࢆࡲࡎඹ᭷ࡋࡘࡘࠊᚋࡶࠊ་⒪࣭
ㆤ➼ࡢ⌧ሙ࠾ࡅࡿྜពᙧᡂ➼ࠊᚲせ࡞ᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ

ճ ᚋࡢ᪉ྥᛶ

ࠊࡣࡎࡲ ۑ་⒪ࡢฎ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀࡿᶵ❧ࡕ࠺ᡂᖺᚋぢே➼ࡀ་
ᖌ࡞་⒪㛵ಀ⪅ࡽពぢࢆồࡵࡽࢀࡓሙྜ➼࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺᚋぢ
ே➼ࡀࠊࡢ⫋✀ࡸᮏேࡢᐙ᪘࡞┦ㄯࡋࠊ༑ศ࡞ᑓ㛛ⓗຓゝᜨ
ࡲࢀࡿ⎔ቃࡀᩚ࠼ࡽࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢୖ࡛ࠊᡤぢࢆ㏙ࠊཪ
ࡣᑐᡤぢࢆ᥍࠼ࡿ࠸࠺ែᗘࢆࡿ࠸ࡗࡓࡇࡀ♫ⓗཷࡅ
ධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ྜពᙧᡂࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ۑᚋࠊᨻᗓ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆᇶᮏࡋ࡚ࠊ
 ࣭ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾ࡅࡿ་⒪ಀࡿពᛮ☜ㄆࡢ᪉ἲࡸ་⒪ෆᐜࡢỴ
ᐃᡭ⥆ࡁࢆ♧ࡋࡓࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾ࡅࡿ་⒪ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ㛵
ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖ➼ࡢෆᐜࡸࠊ
࣭ ே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾ࡅࡿ་⒪ࡸ⒪㣴ࡘ࠸࡚ᝈ⪅࣭ᐙ᪘་⒪ᚑ
⪅ࡀ࠶ࡽࡌࡵヰࡋྜ࠺⮬Ⓨⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ㸦ࢻࣂࣥࢫ࣭ࢣ࣭ࣉࣛ
ࣥࢽࣥࢢ㸧ࡢ⪃࠼᪉
ࡶཧ⪃ࠊ་⒪ࡸ⚟♴㛵ಀ⪅➼ࡢྜពࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ་⒪࣭ㆤ➼ࡢ⌧ሙ
࠾࠸࡚㛵ಀ⪅ࡀᑐᛂࢆ⾜࠺㝿ཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࢆᣦ㔪ࡢస
ᡂ➼ࢆ㏻ࡌ࡚♫ᥦ♧ࡋࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡢලయⓗ࡞ᙺ➼ࡀ᫂ࡽ
࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㏿ࡸ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸵㸧ᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢᶒไ㝈ಀࡿᥐ⨨ࡢぢ┤ࡋ
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ಁ㐍ἲ㝃๎➨㸱᮲࠾࠸࡚ࠊಁ㐍ἲ⾜ࡢ᪥ࡽ㸰ᖺࢆ㉸࠼࡞࠸⠊ᅖෆ
࠾࠸࡚ᨻ௧࡛ᐃࡵࡿ᪥ෆ㛶ᗓ⨨ࢀࡓᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍㆟ཬ
ࡧಁ㐍ጤဨࢆᗫṆࡍࡿࡶࠊ᪂ࡓཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ࡑࡢᗢົࢆฎ
⌮ࡍࡿᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍㆟ཬࡧᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᑓ㛛ᐙ㆟ࢆ
タࡅࡿࡇࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞ົࡢᘬ⥅ࡂࢆ⾜࠸ࠊᇶᮏィ⏬ࡢ᥎㐍ᨭ㞀ࢆ᮶ࡍࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
ෆ㛶ᗓཬࡧཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚⥭ᐦ㐃ᦠࢆᅗࡾࠊ㛵ಀ┬ᗇࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᡤ
せࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ

㸦㸶㸧Ṛᚋົࡢ⠊ᅖ➼

 ۑಁ㐍ἲ➨㸯㸯᮲➨㸲ྕ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢṚஸᚋ࠾ࡅࡿ
ົࡀ㐺ษฎ⌮ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᡂᖺᚋぢே➼ࡢົࡢ⠊ᅖࡘ࠸᳨࡚ウ
ࢆຍ࠼ࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ۑᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ᐄ࡚ࡢ㒑౽≀ࡢᡂᖺᚋぢேࡢ㌿㏦ࡸࠊᡂᖺᚋぢே
ࡼࡿṚᚋົ㸦㑇యࡢⅆⴿ࣭ᇙⴿ㛵ࡍࡿዎ⣙ࡢ⥾⤖➼㸧➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᡂᖺᚋぢࡢົࡢࢆᅗࡿࡓࡵࡢẸἲཬࡧᐙ௳ᡭ⥆ἲࡢ୍㒊
ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡀᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸯㸮᭶㸯㸱᪥ࡽ⾜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᨻᗓ
࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⾜≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡇࢀࡽᡂᖺᚋぢேࡼࡿົࡀ
㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊᚲせᛂࡌ᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ


㸲 ࡑࡢ

ᙜᕪูࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᚋࠊᨻᗓ࠾࠸࡚ࡣࠊᡂᖺ⿕ᚋぢே➼ࡢ
ᶒಀࡿไ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿไᗘࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࠊ㏿ࡸᚲ
せ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ
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（その他）

してはならない。構成員を退いた後も同様とする。

第６条 構成員は、会議において知り得た個人の情報その他秘密に期すべき事項を漏ら

（秘密の保持）

第５条 準備会の庶務は、三豊市地域包括支援センターにおいて処理する。

（庶務）

３ 座長に事項があるときは、座長があらかじめ指名する者が代理する。

２ 座長は、会議の招集、進行及び総合的な連絡統制を行う。

第４条 準備会に座長を置き、構成員の互選により選出する。

（運営）

（７）その他連絡及び連携が必要と認められる機関

（６）成年後見制度に関し識見を有する者

（５）三豊市地域包括支援センター

（４）三豊市健康福祉部

（３）三豊市福祉事務所

（２）三豊市社会福祉協議会

（１）三豊・観音寺市医師会

第３条

（構成）

（２）その他、必要な事項の検討に関すること。

（１）成年後見制度利用促進審議会の立ち上げに向けての準備に関すること。

第２条 準備会は、次に掲げる事項を行う。

（所掌事項）

部長がこれを招集し、座長が選出 れる

、その議長となる。

２ この内規の施行後、 めて招集 れる会議は、第４の規 にかか ら 、健康福祉

１ より施行する。

備会」という。
）を設置する。

）

１ この内規は、平成２９年１
（ 集の

画的に推進することを目的とし、三豊市成年後見制度利用促進審議会準備会（以下「準

（施行期 ）

第７条 この内規に めるものの か、必要な事項は、準備会が に める。

という。
）の趣旨にのっとり、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

第 条 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年度法律第２９号。以下「法」

（設置）

三豊市成年後見制度利用促進審議会設置準備会内規
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㏥࠸ࡓᚋࡶࠊࡲࡓྠᵝࡍࡿࠋ

ࡀ⾜ࢃࢀࡓᚋ᭱ึᣍ㞟ࡍࡁ༠㆟ࡢ㛗ࡢ⫋ົࡣࠊᕷ㛗ࡀ⾜࠺ࠋ 

➨㸳᮲ ༠㆟ࡢ㆟ࡣࠊ㛗ࡀᣍ㞟ࡋࠊࡑࡢ㆟㛗࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᪂ࡓጤဨࡢጤკཪࡣ௵

㸦㆟㸧

⫋ົࢆ௦⌮ࡍࡿࠋ

㸲 㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁࠊཪࡣ㛗ࡀḞࡅࡓࡁࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵ㛗ࡀᣦྡࡍࡿጤဨࡀࡑࡢ

㸱 㛗ࡣࠊົࢆ⥲⌮ࡍࡿࠋ

㸰 㛗ࡣࠊጤဨࡢ㑅ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡿࠋ

➨㸲᮲ ༠㆟ࠊ㛗ࢆ⨨ࡃࠋ

 㸦㛗㸧

㸲 ጤဨࡀḞࡅࡓሙྜ࠾ࡅࡿ⿵Ḟࡢጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫ࡍࡿࠋ 

࠸࡚➨㸲᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡼࡾ㛗ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ

㸱 ࡇࡢつ๎ࡢ⾜ࡢ㝿⌧ᚑ๓ࡢඵᡞᕷᕷẸᚋぢ᥎㐍༠㆟ࡢ㛗࡛࠶ࡿ⪅ࡣࠊ⾜᪥࠾

ཪࡣ௵ࡉࢀࡓࡶࡢࡳ࡞ࡍࠋ

 ࡑࡢᕷ㛗ࡀᚲせㄆࡵࡿ⪅

⾜ࡢ᪥㸦௨ୗࠕ⾜᪥ࠖ࠸࠺ࠋ㸧࠾࠸࡚➨㸱᮲➨㸰㡯ࡢつᐃࡼࡾጤဨࡋ࡚ጤკࡋࠊ

 ♫⚟♴༠㆟ࡢ௦⾲⪅

 ᕷࡢ⫋ဨ

㸰 ࡇࡢつ๎ࡢ⾜ࡢ㝿⌧ᚑ๓ࡢඵᡞᕷᕷẸᚋぢ᥎㐍༠㆟ࡢጤဨ࡛࠶ࡿ⪅ࡣࠊࡇࡢつ๎ࡢ

 ♫⚟♴ኈ

 Ꮫ㆑⤒㦂⪅

   㝃 ๎
㸯 ࡇࡢつ๎ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

 ྖἲ᭩ኈ

༠㆟ㅎࡗ࡚ᐃࡵࡿࠋ

➨㸷᮲ ࡇࡢつ๎ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊ༠㆟ࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ➼㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊ㛗ࡀ

㸦ጤ௵ 

➨㸶᮲ ༠㆟ࡢᗢົࡣࠊ㧗㱋⚟♴ㄢ࠾࠸࡚ฎ⌮ࡍࡿࠋ

 㸦ᗢົ㸧



㸱 ጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㸱ᖺ௨ෆࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ



㸦⛎ᐦࡢಖᣢ㸧
➨㸵᮲ ጤဨཬࡧ㆟ฟᖍࡋࡓ⪅ࡣࠊ⫋ົୖ▱ࡾᚓࡓ⛎ᐦࢆ₃ࡽࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ⫋ࢆ

 ᘚㆤኈ

㸰 ጤဨࡣࠊḟᥖࡆࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࡽࠊᕷ㛗ࡀጤკࡋࠊཪࡣ௵ࡍࡿࠋ 

➨㸱᮲ ༠㆟ࡣࠊጤဨ㸵ே௨ෆ࡛⤌⧊ࡍࡿࠋ

㸦⤌⧊㸧

࠸࡚ㄪᰝᑂ㆟ࡋࠊᕷ㛗ᑐࡋ࡚ពぢࢆ㏙ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨㸰᮲ ༠㆟ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ᨭ➼ཬࡧᕷẸᚋぢேࡢ㣴ᡂ➼㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡘ

 㸦⫋ົ㸧

࡞㡯ࢆᐃࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᇶ࡙ࡁࠊඵᡞᕷᕷẸᚋぢ᥎㐍༠㆟㸦௨ୗࠕ༠㆟ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ➼㛵ࡋᚲせ

ᚲせ࡞༠ຊࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸴᮲ ༠㆟ࡣࠊᚲせࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊ㛵ಀ⪅ᑐࡋࠊ㈨ᩱࡢᥦฟࠊពぢࡢ㛤㝞ࠊㄝ᫂ࡑࡢ

 㸦㊃᪨㸧

➨㸯᮲ ࡇࡢつ๎ࡣࠊඵᡞᕷ㝃ᒓᶵ㛵タ⨨᮲㸦ᖹᡂ  ᖺඵᡞᕷ᮲➨㸴ྕ㸧➨㸱᮲ࡢつᐃ

 㸦㈨ᩱࡢᥦฟࡢせồ➼㸧



ࢁࡼࡿࠋ

㸱 ༠㆟ࡢ㆟ࡣࠊฟᖍጤဨࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚Ỵࡋࠊྍྰྠᩘࡢࡁࡣࠊ㆟㛗ࡢỴࡍࡿࡇ



ඵᡞᕷᕷẸᚋぢ᥎㐍༠㆟つ๎

㸰 ༠㆟ࡣࠊጤဨࡢ༙ᩘ௨ୖࡀฟᖍࡋ࡞ࡅࢀࡤ㆟ࢆ㛤ࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 

ඵᡞᕷつ๎➨  ྕ
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㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟タ⨨せ⥘

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟タ⨨せ⥘



࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᶒ᧦ㆤᨭࠖࡢᆅ
ᇦ㐃ᦠయไࢆ┠ᣦࡋࡓ⨨ࡅ
ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋᡂᖺᚋぢไᗘࡣ
࠶ࡃࡲ࡛ᡭẁ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧ឡ▱┴ྖἲ᭩ኈᒓࡍࡿ⪅
㸦㸱㸧ឡ▱┴♫⚟♴ኈᒓࡍࡿ⪅
㸦㸲㸧་⒪┦ㄯဨ࡛࠶ࡿ⪅





























࡞ࡿࡢ࡛ࠊᚋሗඹ᭷ࡸࢣ࣮ࢫ
࡛ࡢ㐃ᦠ࡞ࡶᐃࡉࢀࡲࡍࠋ

㆟㛗࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㛗ࡀ㑅௵ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣࠊ
ᕷ㛗ࡀᣍ㞟ࡍࡿࠋ







♧ࡋࠊᕷᨻࡢ㏱᫂ᛶࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ


࣭ᕷẸ࡞ㄡ࡛ࡶഐ⫈ྍ⬟࡞ጼໃࢆ

➨㸷᮲ ᥎㐍༠㆟ࡣࠊබ㛤ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ



ࡢ㐣༙ᩘࢆࡶࡗ࡚Ỵࡋࠊྍྰྠᩘࡢࡁࡣࠊ㆟㛗ࡢỴ 
ࡍࡿࡇࢁࡼࡿࠋ

㸲 㛗ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ጤဨཬࡧ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮௨እࡢ 
⪅ࢆ᥎㐍༠㆟ฟᖍࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


㸰 ᥎㐍༠㆟ࡣࠊጤဨࡢ༙ᩘ௨ୖࡢฟᖍࡀ࡞ࡅࢀࡤ 
㆟ࢆ㛤ࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

㸱 ᥎㐍༠㆟ࡢ㆟࡛㆟Ỵࢆせࡍࡿࡶࡢࡣࠊฟᖍጤဨ 

࣭ࢭࣥࢱ࣮タ❧ࡽ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓඛ㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡶ㛤タึ
ᖺᗘ㸯ᗘฟᖍ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ᆅ⌮ⓗࡶ㞄᥋ࡢᕷ⏫ᮧ༊ᇦ


࣭ᐙᗞุᡤࡢ㛵ࢃࡾࢆグ㍕ࠋ


ゎㄝ࣏ࣥࢺ

࡞࠸ࡇࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧ྡྂᒇᐙᗞุᡤᒓࡍࡿࡶࡢ
㸦㸰㸧ጤဨ௨እࡢឡ▱┴ᘚㆤኈᒓࡍࡿࡶࡢ
㸦㸱㸧ᑿᙇᮾ㒊ᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮ᒓࡍࡿࡶࡢ

㸦᥎㐍༠㆟ࡢ㛤ദ㸧
➨㸶᮲ ᥎㐍༠㆟ࡣࠊ㛗ࡀᣍ㞟ࡋࠊ㛗ࡀࡑࡢ㆟ࡢ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡣ㆟Ỵᶒࢆ᭷ࡉ 

㸰 㛗ࡣࠊጤဨࡢ㑅ࡼࡾᐃࡵࠊࡑࡢ௵ᮇࡣጤဨࡢ
௵ᮇࡼࡿࠋ
㸱 㛗ࡣࠊົࢆ⥲⌮ࡋࠊ᥎㐍༠㆟ࢆ௦⾲ࡍࡿࠋ
㸲 㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁཪࡣ㛗ࡀḞࡅࡓࡁࡣࠊ࠶
ࡽࡌࡵࡑࡢᣦྡࡍࡿጤဨࡀࠊࡑࡢ⫋ົࢆ௦⌮ࡍࡿࠋ

㸦࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮㸧
➨㸵᮲ 㛗ࡣࠊྖἲཬࡧᡂᖺᚋぢไᗘ㛵ࡋࠊ௨ୗࡢඃ
ࢀࡓ㆑ぢࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆ᥎㐍༠㆟ࡢ㆟㢟ࡼࡾᣍ㞟ࡍ

㸦㛗㸧
➨㸴᮲ ᥎㐍༠㆟ࠊ㛗ࢆ⨨ࡃࠋ

㸦㸴㸧㇏⏣ᕷᆅᇦ⮬❧ᨭ༠㆟ᒓࡍࡿ⪅

㸰 ጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊ㸰ᖺࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௵ࢆጉࡆ࡞
࠸ࠋ
㸱 ⿵Ḟࡢጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊ๓௵⪅ࡢṧ௵ᮇ㛫ࡍࡿࠋ
㸲 ጤဨࡣࠊ⫋ົୖ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ⛎ᐦࢆ₃ࡽࡋ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ⫋ࢆ㏥࠸ࡓᚋࡶྠᵝࡍࡿࠋ





᳨ウࡋ࡚࠸ࡲࡍࠊ㸧

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟タ⨨せ⥘
㸦㸳㸧㇏⏣ᕷᇶᖿໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ᒓࡍࡿ⪅


㸦᥎㐍༠㆟ࡢබ㛤㸧

➨㸲᮲ ᥎㐍༠㆟ࡣࠊᖖ௵ጤဨ㸴ேࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡍࡿࠋ 


㸦ጤဨ㸧

➨㸳᮲ ᥎㐍༠㆟ࡢᖖ௵ጤဨࡣࠊㄆ▱ࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡑ 
ࡢࡢ⢭⚄ୖࡢ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ⪅➼ࡢᶒ᧦ㆤ➼ࢆྲྀࡾ 
ᕳࡃㄢ㢟㛵ࡋࠊ௨ୗࡢඃࢀࡓ㆑ぢࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ࠺ࡕ 
ࡽࠊᕷ㛗ࡀጤკࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧ឡ▱┴ᘚㆤኈᒓࡍࡿ⪅


㸦⤌⧊㸧

㸶ᖺἲ➨㸰㸷ྕࠋ㸧㛵ࡍࡿࡇࠋ
࡛ࡍࠋ㸦ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀࡣ㔜せ࡞ᡭ
㸦㸱㸧ྖἲ࣭་⒪࣭⚟♴➼ࡢᆅᇦ㐃ᦠࡼࡿᶒ᧦ㆤᨭ
ẁࡢ୍ࡘࡢᤊ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸧
㛵ࡍࡿࡇࠋ
࣭ࡼࡗ࡚ࠊᖜᗈࡃᡂᖺᚋぢไᗘࡢ
㸦㸲㸧ࡑࡢㄆ▱ࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡑࡢࡢ⢭⚄ୖࡢ㞀ࡀ
⏝ಁ㐍⟇ࡸᶒ᧦ㆤᨭࢆᡤᤸ
࠸ࡢ࠶ࡿ⪅ࡢᶒࢆ᧦ㆤ㈨ࡍࡿࡇࠋ
ົࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦ࡇࡢ㒊ศࡣ

ᕷ⏫ᮧィ⏬ࡢ⟇ᐃෆ࡛ලయㄽࢆ

㸦㸯㸧㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀ≧ἣཬࡧయไ ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀホ౯ࡔࡅࢆ⾜࠺༠
➼㛵ࡍࡿࡇࠋ
㆟࡛ࡣ࡞ࡃࠊయീࡢ୰࡛ࢭࣥ
㸦㸰㸧ᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ㸰
ࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀホ౯ࢆ⾜࠺⨨࡙ࡅ



㸦ᡤᤸົ㸧

➨㸱᮲ ᥎㐍༠㆟ࡣࠊḟᥖࡆࡿ㡯ࡘ࠸࡚ពぢ 
ࠊ༠㆟ཬࡧᕷࡢᥦゝ➼ࢆ⾜࠺ࠋ


⏝ಁ㐍ࢆጞࡵࡍࡿᶒ᧦ㆤᨭ࠾ࡅࡿྖἲ࣭་⒪࣭
⚟♴➼ࡢᆅᇦ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋࠊពぢࠊ༠㆟ཬࡧᕷ
ࡢᥦゝ➼ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍
༠㆟㸦௨ୗࠕ᥎㐍༠㆟ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ⨨ࡃࠋ

➨㸰᮲ ㄆ▱ࠊ▱ⓗ㞀ࡀ࠸ࡑࡢࡢ⢭⚄ୖࡢ㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ 
ࡿ⪅ࡢᶒ᧦ㆤಀࡿㅖㄢ㢟ᑐࡋࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ ࣭ࠕᡂᖺᚋぢไᗘࠖ║ࢆ⨨ࡃࡢ

ゎㄝ࣏ࣥࢺ

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟タ⨨せ⥘ࡢゎㄝ࣏ࣥࢺ

 
㸦㊃᪨㸧

➨㸯᮲ ࡇࡢせ⥘ࡣࠊ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟ 
ࡢタ⨨ཬࡧ⤌⧊୪ࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋࠊᚲせ࡞㡯ࢆᐃࡵ 
ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ



㸦タ⨨㸧
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ࠕไᗘࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࡢᨭࢆྍ⬟࡞
᭩ෆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦᮲ࡸ
⠊ᅖ࡛ᐇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ィ⏬⨨ࡅࡀ࡞ࡃࡶࠊᵝ
᭩⮬యࡣᗇෆࡢỴࢆ⤒࡚࠸ࡲ

ࡍࠋ㸧
㸯 ᴗྡ⛠  ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົ
ጤク



㸰 ᴗ┠ⓗ  ไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࠊ࡞ไᗘ㐠⏝ࡀ࡛ 
ࡁࡿయไ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࠊไᗘ⏝㛵ࡍࡿ 
࡚ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ໟᣓⓗᨭࢆ⾜࠸ࠊ 
㇏⏣ᕷඹ୰᰾ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᢸ ࣭㇏⏣ᕷ࡛᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿᙺศᢸ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ




㸦ጤ௵㸧
➨㸯㸰᮲ ࡇࡢせ⥘ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊ᥎㐍༠㆟ࡢ⤌
⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊ㛗ࡀูᐃࡵࡿࠋ

 㝃 ๎

ࡇࡢせ⥘ࡣࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸴᭶㸰㸯᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ

ᴗෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᵝ᭩グ㍕ࡀ࡞࠸
㡯࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊἲࡢ㊃᪨㚷ࡳࠊᡂᖺᚋぢไᗘ㸦௨ୗࠊ

ࢭࣥࢱ࣮ࡶ༠ຊࡋ࡚ࠊົᒁࢆᢸ
ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆ㇏⏣ᕷࡢ⪃࠼᪉



♴ࢭࣥࢱ࣮ෆ










ࡼࡿ୰᰾ᶵ㛵ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿグ
㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸯㸵㸶ྕࠋ㸧つᐃࡉࢀࡿ⚃᪥ཬࡧ㸯㸰᭶㸰㸶᪥ࡽ㸯᭶ 

㸲᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ㝖ࡃࠋ



㸵 ᐇయไ
࣭✌ാ᪥ࠊ✌ാ㛫ࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ
㸦㸯㸧❆ཱྀ㛤タ㛫
࡛ࠊᙜヱᴗົಀࡿ᪥ᩘ࣭㛫
ẖ㐌ⅆ᭙᪥ࡽᅵ᭙᪥ࡢ༗๓㸶㸱㸮ศࡽ༗ᚋ㸳
ᩘࡢ✚⟬ࢆ☜ᐃ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸯㸳ศࠋࡓࡔࡋࠊᅜẸࡢ⚃᪥㛵ࡍࡿἲᚊ㸦㸰㸱ᖺ➨


㸴 ጤクᮇ㛫  ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽᖹᡂ㸱㸯ᖺ㸱
᭶㸱㸯᪥





㸳 タ⨨ሙᡤ  ㇏⏣ᕷ㘊⏫㸯┠㸯␒ᆅ㸯 ㇏⏣ᕷ⚟ 




㸲 㐠Ⴀయ எ   ♫⚟♴ἲே ㇏⏣ᕷ♫⚟♴༠ 

㆟


㸱 ᐇయ ⏥   ㇏⏣ᕷ

࠺㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠊ
ࠕࢭ
ࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ㐠Ⴀࡍࡿࠋ

ⓗ࡞ᑐᛂࡋ࡚ࠊᕷࡋ࡚ࡢ୰᰾
ᶵ㛵ࡢ᰿ᣐࡋ࡚ࡢᩥゝࢆᵝ

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩



ᮏᵝ᭩ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊ 
㸦ᖹᡂ㸰㸶ᖺἲᚊ➨㸰㸷ྕࠋ௨ୗࠊ
ࠕἲࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ᇶ࡙ 
ࡁࠊἲᇶᮏィ⏬࡛♧ࡉࢀࡿ୰᰾ᶵ㛵ࡋ࡚㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ ࣭⌧ᅾ⟇ᐃ୰ࡢᕷ⏫ᮧィ⏬ෆ࡛⨨
ᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクࡀ㐺ษᐇࡉࢀࡿࡓࡵࠊࡑࡢ
ࡅࢆ᫂グࡍࡿணᐃ࡛ࡍࡀࠊᬻᐃ

⨨ࡃࡶࡢࡋࠊ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣົᒁ
㐠Ⴀ༠ຊࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ゎㄝ࣏ࣥࢺ


࣭ᙜ༠㆟ࡢ㐠Ⴀࡣ⾜ᨻࡀᑟࡋࠊ

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩

ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩ࡢゎㄝ࣏ࣥࢺ









➨㸯㸮᮲ ู⾲ᥖࡆࡿጤဨཬࡧ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡣࠊྠ⾲
ᐃࡵࡿ㢠ࡢሗൾ㈝ࢆᨭᡶ࠺ࠋࡲࡓࠊ➨㸶᮲➨㸲㡯ࡼ
ࡾฟᖍࡋࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊົᒁࡀࡑࡢ⪅༠㆟ࡢୖࠊ
ሗൾ㈝ࢆᨭᡶ࠺ࠋ

㸦ົᒁ㸧
➨㸯㸯᮲ ᥎㐍༠㆟ࡢົᒁࡣࠊ⚟♴㒊⚟♴⥲ྜ┦ㄯㄢ

ゎㄝ࣏ࣥࢺ


㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟タ⨨せ⥘

㸦ሗൾ㸧
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ゎㄝ࣏ࣥࢺ

࣭㇏⏣ᕷ♫༠༠㆟ࡢ⤖ᯝࠊࢭࣥࢱ
࣮㛗ࡣㄢ㛗⫋වົࡢࡓࡵࠊࡇࡢ









ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࢆ



ࡓࠊᑓ㛛⫋ཷ௵ㄪᩚࡍࡿ㝿༠ຊࡍࡿࡇࠋ

ࡿᑓ㛛ᛶࡢᢸಖࢫ࣒࣮ࢬ࡞ཷ
௵ㄪᩚ࠸࠺ᡂᯝࢆồࡵࡿグ㍕
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

≧ἣࢆ࢘࢜ࢵࢳࡍࡿࡇ࡛ࠊయไ
ᩚഛࡢ≧ἣࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿ⪃࠼

⾜࠺ࡇࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ࠊ

ᙺ୍⮴ࡉࡏ࡚࠾ࡾࠊྛᴗົࡢ

ࡍࠋ

࣭ᴗົෆᐜࡢࢱࢺࣝࢆ୰᰾ᶵ㛵ࡢ

ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊእⓗ࡞ࢣ࣮ࢫࡶ
࠶ࡿࡓࡵࠊᙎຊᛶࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡲ

㸦㸯㸧ᗈሗᴗົ
  ไᗘࡢ⏝ಁ㐍ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᕷẸᑐࡋၨⓎࢆ

㸷 ᴗົෆᐜ



ᡤࢆ᭷ࡍࡿ⪅ཬࡧࡑࡢぶ᪘➼㛵ಀ⪅ࠋࡓࡔ
ࡋࠊ⏥எࡀ༠㆟ࡋㄆࡵࡓሙྜࡣࠊࡇࡢ
㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

⫋ဨࡀᚲࡎົࡵࡿࡇࠋࡲࡓࠊ♫⚟♴ኈཪࡣ⢭⚄ 

ಖ⚟♴ኈࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ


㸶 ᨭᑐ㇟  ไᗘࡢ⏝➼ࢆᚲせࡍࡿ㇏⏣ᕷᒃ ࣭ᇶᮏⓗࡣ㇏⏣ᕷẸࢆᨭᑐ㇟

㸦㸱㸧㈨᱁せ௳➼
 ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣࠊ⚟♴ࠊㆤཪࡣ་⒪ಀࡿ┦ㄯᨭ 
ᴗົ㸳ᖺ௨ୖᚑࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࠋ 
 ࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ┦ㄯᨭဨࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢᛶ㉁ୖᖖ 



࣭ࢻࣂࢨ࣮ࡢ㞠⏝ዎ⣙ෆᐜࡣࠊ
࢜ ࢻࣂࢨ࣮
  ᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ♫⚟♴ኈࡼࡿࢻࣂࢨ࣮
♫༠ࡢ㔞ࡢ⠊ᅖࡋ࡚࠾ࡾࠊᕷ
ࡋ࡚ࡣࢻࣂࢨ࣮タ⨨ࡼ
ࢆタ⨨ࡋࠊᑓ㛛ᛶࡢ≉㧗࠸ᑐᛂࡍࡿࡇࠋࡲ

ဨࡀ⾜࠺ໟᣓⓗ࡞ᨭࡢ⿵ຓࢆ⾜࠺ࠋ

࢘ ┦ㄯᨭဨ
ྖࡿᙺࢆࢭࣥࢱ࣮㛗ࡢ⫋ົ
ࡋ࡚グ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
  ┦ㄯࡢࢭࢫ࣓ࣥࢺ➼ࢆ⾜࠸ࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡞
ࡀࡽໟᣓⓗ࡞ᨭࢆᐇࡍࡿࡶࠊ┦ㄯグ㘓ࡢ⟶ 

⌮ࠊゼၥᨭཬࡧྛ✀⏦❧ࡢᨭ࡞ࢆ⾜࠺ࠋ

࢚ ἲேᚋぢ⿵ຓဨ
  㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ⿕ᚋぢே➼ࡢゼၥᨭ 
ࡸ㔠㖹⟶⌮࡞ἲேᚋぢᴗົࢆ⾜࠺ࡶࠊ┦ㄯᨭ 

⏝ಁ㐍ಀࡿᚲせ࡞᳨ウࡸㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ

࣮ࢫ➼㧗ᗘ࡞┦ㄯᨭ࡞ࢆ⾜࠺ࡶࠊไᗘࡢ ࣭༢࡞ࡿࢣ࣮ࢫᑐᛂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰᰾

 ࢭࣥࢱ࣮㛗
ࡼ࠺࡞グ㍕ࢆ㏣ຍࡋࡲࡋࡓࠋ
  ┦ㄯᨭᴗົ⯡ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊࢳ࣮࣒㆟ࠊᐃ 
ࡢ㛤ദࠊ┦ㄯᨭဨࡢ⫱ᡂཬࡧᣦᑟ୪ࡧᅔ㞴ࢣ 

௨ୗࡢᙺࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊయไᩚഛࢆࡍࡿࡇࠋ
 ࢭࣥࢱ࣮㛗
  ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐺ṇ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡓࡵࠊᮏᵝ᭩㸰ࡢ
ᴗ┠ⓗᇶ࡙ࡁࠊᮏᵝ᭩㸷グ㍕ࡍࡿᴗົෆᐜࡢᣦ
┘╩ࢆࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊᮏᴗົᨭ㞀ࡢ࡞࠸⠊ᅖ
࡛ࠊஎࡀᐇࡍࡿᴗົࡢවົࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ

㸦㸰㸧ேဨయไ

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩

ゎㄝ࣏ࣥࢺ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

࣭ᕷ㛗⏦❧ࡢᙺศᢸࡘ࠸࡚ࠊᕷ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺࢆグ㍕ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ





ྠ⾜ཬࡧㄪᰝᐁㄪᰝࡢ❧ࢆ⾜࠸ࠊ࡞ไᗘ⏝
ࡘ࡞ࡆࡿࡇࠋ
㹟 ἲேᚋぢཷ௵ࡢᑐ㇟࡞ࡿࡶࡢ

ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡲࡍࠋᐇ㝿ࡣุᡤࡸㄪᰝᐁࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྲྀࡾ࡞ࡀࡽ

௨ୗࡢᑐࡋ࡚ࠊᚲせᛂࡌุᡤࡢཷ⌮㠃᥋ ࣭࠶ࡃࡲ࡛ᚲせ࡞ࡁᐇࡋ࡚࠸

ࢆ⾜࠺ࡇࠋࡑࡢࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ
㸦㸧 ᕷ㛗⏦❧ಀࡿᨭ
ᕷ㛗⏦❧ࡀᚲせ࡞㝿ࡣࠊ⏥㏿ࡸ㐃⤡ࡋࠊᡞ⡠
ㄪᰝࡢ౫㢗ࢆ⾜࠺ࡶࠊ⏦❧ᚲせ࡞᭩㢮ࡢసᡂ
ࡸデ᩿᭩ࡢᡭ㓄➼ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
㸦㸧 ཷ⌮㠃᥋ࡢྠ⾜ࠊㄪᰝᐁㄪᰝࡢ❧

⏝࠸࡚᭩㢮ࡢ᭩ࡁ᪉ࡸෆᐜ☜ㄆ➼ࡢᨭࢆ⾜࠺ࡇࠋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ⏦❧ᚋࡽᑂุࡀ☜ᐃࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࡢᚲせ࡞ᨭ 

⏝ಁ㐍ᴗົࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ 
 ⏦❧ᨭᴗົ

  ぶ᪘ཪࡣᮏேࡀ⏦❧ே࡞ࡿ㝿ࡣࠊᑓ㛛⫋ࡢ௦⾜ ࣭㠀ᘚㆤኈ⾜Ⅽ㸦ᘚㆤኈἲ➨㸵㸰᮲㸧
࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡋࠊグ㍕ཬࡧ⏦❧᭩㢮ࢭࢵࢺࢆ
࡞࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ὀグࢆࡋ


 ࢚ࣥࢹࣥࢢࣀ࣮ࢺసᡂᨭ
ไᗘ⏝ࡀᚲせ࡞ࡗࡓ㝿ࠊᮏேࡢ≧ἣࡸ᥎ᐃព 
ᛮ➼ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࢚ࣥࢹࣥࢢࣀ 
࣮ࢺࡢసᡂࢆᨭࡍࡿࡇࠋ

㸦㸱㸧⏝ಁ㐍ᴗົ



⧅ࡄࡇࠋࡑࡢࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ
࣭ྛᴗົࡢ୰࡛ࡶࠊ␃ពࡀᚲせ࡞࣏
 ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡢᐇ
ࣥࢺࡣ㡯┠ฟࡋࡋ࡚ࠊࢃࡾࡸ
┦ㄯ⪅ࡢ≧ἣ➼ࡼࡾࠊ❆ཱྀ᮶ࡽࢀ࡞࠸➼ࡢ⌮⏤
ࡍࡉ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡀ࠶ࡿሙྜࠊ⮬Ꮿࡸタ➼ゼၥࡋࠊ㐺ษ࡞ไᗘ⏝
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᑐᛂࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢࢣ 

࣮ࢫ㆟➼ฟᖍࡋࠊ༠ຊࡸຓゝࢆ⾜࠺ࡇࠋ

ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺ➼ࡢά⏝ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࢻࣂࢨ 
࣮ࡸᑓ㛛⫋ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊไᗘ⏝ࡢᚲせᛶཬࡧ⥭ᛴ 
ᛶࡢุ᩿ࢆ⾜࠺ࡇࠋࡲࡓࠊ┦ㄯ⪅ࡢ≧ἣ➼ࡼࡾ㢮 
ᆺࡢุ᩿ࢆ⾜࠸ࠊ⏦❧ᨭࡸᑓ㛛ᶵ㛵࡛ࡢᨭ㐺ษ 

␃ពࡍࡿࡇࠋ
࡞ࡃࠊᕷẸឤἢࡗࡓၨⓎࢆࡍ
㸦㸰㸧┦ㄯᴗົ
ࡿࡼ࠺᫂グࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㟁ヰཬࡧ❆ཱྀ࠾ࡅࡿไᗘ⏝➼ࡢ┦ㄯᑐࡋࠊ 

ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝➼㛵ಀ⪅㸦௨ୗࠊ 
ࠕ㛵ಀᶵ㛵➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧᘚㆤኈࠊྖἲ᭩ኈࠊ♫ 
⚟♴ኈ➼ᑓ㛛⫋㸦௨ୗࠊ
ࠕᑓ㛛⫋ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧࡞ᑐ 
ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢᑐ㇟ᛂࡌࡓෆᐜࡼࡿၨⓎࢆ⾜࠺ࡇࠋ ࣭ᕷẸྥࡅࠊ㛵ಀ⪅ྥࡅࡢၨⓎᐇ
  ࡞࠾ࠊࡑࡢ㝿ࡣ࢚ࣥࢹࣥࢢࣀ࣮ࢺࡸㄆ▱࡞ᕷ
ࡢグ㏙ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ẹࡢ㛵ᚰࡢ㧗࠸ࢸ࣮࣐㛵㐃ࡅࡓၨⓎࢆ⾜࠺ࡇ ࣭ᡂᖺᚋぢไᗘࢆᢲࡋࡅࡿࡢ࡛ࡣ

㞀ࡀ࠸⪅┦ㄯᨭᴗᡤཬࡧ་⒪ᶵ㛵➼㛵ಀᶵ㛵୪ࡧ
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ゎㄝ࣏ࣥࢺ






ࡲࡍࠋ

࣭㇏⏣ᕷ࡛ࡣࠊ୧ᴗࡶ♫༠࡛ᐇ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞㐃ᦠࢆ┠
ᣦࡋࠊᵝ᭩ࡶグ㏙ࢆ⾜ࡗ࡚࠸







࡚࠸ࡲࡍࠋ

⏣ᕷࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿ⥲ྜ┦ㄯ❆ཱྀ
ࡢ㐃ᦠ㸦ࢣ࣮ࢫࡢᣠ࠸ୖࡆ࡞

㸯᭶௨ෆࢆࡵ㛤ദࡍࡿࡶࡢࡍࡿࡀࠊࢭࣥࢱ࣮ 
ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᑓ㛛⫋➼ᨭయไࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿሙྜ 
ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ


㛵ಀᶵ㛵➼ཬࡧᑓ㛛⫋ࡢሗඹ᭷ᙺศᢸࢆ⾜
࠸ࠊᚋぢάືࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊࢳ࣮࣒㆟ࢆᐇ
ࡍࡿࠋ࡞࠾ࢳ࣮࣒㆟ࡣࠊᑵ௵ሗ࿌ࡢᮇ㝈࡛࠶ࡿ

ࢣ࣮ࢫࡢᘬࡁ⥅ࡂࡣࡁࡕࢇ⾜
࠺ࡼ࠺ࠊࢳ࣮࣒㆟ࢆᐇࡍࡿ᪨
ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ


㸦㸲㸧ᚋぢே➼ᨭᴗົ
ᚋぢே➼ᨭᴗົࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ 
࣭ලయⓗ࡞ᚋぢேᨭ⟇ࡣࡲࡔ㇏⏣
 ࢳ࣮࣒㆟ࡢᐇ
ᕷ࡛ࡶᶍ⣴୰࡛ࡍࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶ
  ࢭࣥࢱ࣮ࡀᨭ㛵ࢃࡗࡓࡘ࠸࡚ࠊཷ௵ᚋ

࣮࣮࢝ཬࡧࢥ࣑ࣗࢽࢸࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝➼ࡀᢪ 

࠼ࡿไᗘ⏝ಀࡿㄢ㢟➼ࡢᢕᥱດࡵࡿࡇࠋ

༠ຊ㛵ಀࡢᵓ⠏ດࡵࡿࡇࠋ
㸧ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦࢘㸧㛵ಀᶵ㛵➼ࡢពぢ➼ࡢᐇ

㛵ಀᶵ㛵➼ࡢពぢ➼ࢆᐇࡋࠊࢣ࣐ࢿ 
ࢪ࣮ࣕࠊ┦ㄯᨭᑓ㛛ဨࠊ࣓ࢹ࢝ࣝࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡ 

   ㇏⏣ᕷ࠾ࡅࡿ⚟♴ࡢ⥲ྜ┦ㄯ❆ཱྀ㐃ᦠࡋࠊไ
ᗘ⏝ࡀᚲせ࡞ᑐ㇟⪅ࡢ᪩ᮇධࡸᨭ࠾ࡅࡿ

ไᗘ⏝ࡀᮃࡲࡋ࠸ࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡣㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊ 

ࢫ࣒࣮ࢬ࡞ไᗘ⏝ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇࠋ
࣭ᆅᇦඹ⏕♫ࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊ㇏
㸦㸧⥲ྜ┦ㄯ❆ཱྀࡢ㐃ᦠ

ᴗࡸ⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭᴗࡢᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕࠊ

ࡢ㐃ᦠ
   ㇏⏣ᕷ♫⚟♴༠㆟ࡀᐇࡍࡿ᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭ

⾜ᨻᶵ㛵ࠊ㛵ಀᶵ㛵➼ཬࡧᑓ㛛⫋ࡢ㐃⤡ཬࡧሗ
➼ࢆᐦࡋࠊ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏ດࡵࠊࡑࡢ୰ᚰ
ࡋ࡚௨ୗࡢ㡯┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ
㸦㸧᪥ᖖ⏕ά⮬❧ᨭᴗ࣭⏕άᅔ❓⪅⮬❧ᨭᴗ

࢚ 㛵ಀᶵ㛵➼㐃⤡ㄪᩚᴗົ

ࡧά⏝ࡢ᪉ྥᛶࢆ⏥᳨ウࡋࠊࡑࡢ◊ಟయไࡸ⫱ᡂࣉ 
ࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࢆᩚഛࡍࡿࡇࠋ


ࡧཷ௵ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊุᡤ᥎⸀ࡍࡿࡇࠋ
࢘ ᕷẸᚋぢᴗົ
  ᕷẸᚋぢேࡢ⫱ᡂཬࡧά⏝㛵ࡍࡿᙜᕷཬࡧ⮬
యࡢ≧ἣࠊ⫱ᡂཬࡧά⏝ྥࡅࡓㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚ㄪᰝ
◊✲ࡍࡿࡶࠊᙜᕷ࠾ࡅࡿᕷẸᚋぢேࡢ⫱ᡂཬ

㹡 ࡑࡢࠊᮏேཬࡧぶ᪘ࡢࡳ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ 
 ཷ௵⪅ㄪᩚᴗົ

ᑓ㛛⫋ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊᐃࢆ㐺ᐅ㛤ദࡋࠊᮏே ࣭ᮏே࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࠊ᳨
ࡢ≧ἣࠊ≧ែྜࢃࡏ࡚ᡂᖺᚋぢே➼ೃ⿵⪅ࡢุ᩿ཬ
ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ᩥゝࢆධࢀ

㹠 ᕷ㛗⏦❧ࡢᑐ㇟࡞ࡿࡶࡢ

㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩

ゎㄝ࣏ࣥࢺ








࠸ࡲࡍࠋ

࣮ࡣఱࡶᑐᛂࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠖゝ
ࢃࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐᛂࡣグ㍕ࡋ࡚

ࡋ࡚ࠊ⌧ሙ࡛ࠕᚋぢᨭࢭࣥࢱ

ࢨ࣮ຓゝࡢࡶࠊᚋぢேࡢ⠊

 ไᗘ⏝ಁ㐍⟇ࡢ᳨ウ࣭༠㆟
࣭యไᩚഛࡢᡭᘬࡁ࡛࠸࠺ࠕྖ௧ሪ
  ⏥ࡶไᗘ⏝ಁ㐍㛵ࡍࡿ᳨ウ࣭༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊ ᶵ⬟ࠖࡶᐇ㝿ࡣ㛵ࡋ࡚࠸ࡲ
ᆅᇦ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࠊࢽ࣮ࢬࢆᩚ⌮ࡋࠊᑐᛂᙉࡢࡓࡵ
ࡍࠋࡓࡔࡋࠊไᗘ⏝ಁ㐍ಀࡿ

  ྖἲ࣭་⒪࣭⚟♴➼ࡢᆅᇦ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋࠊ⾜ᨻ 
ᶵ㛵ࠊ㛵ಀᶵ㛵➼ཬࡧᑓ㛛⫋ពぢࠊ༠㆟ࢆ⾜࠺ ࣭యไᩚഛࡢᡭᘬࡁ࡛࠸࠺ࠕົᒁ
ࡓࡵࡢ༠㆟ࢆ⏥ࡶ㐠Ⴀࡍࡿࡇࠋ
ᶵ⬟ࠖ㛵ࡍࡿグ㍕࡛ࡍࠋ


➼ࡽࡢ⥭ᛴࡢ㐃⤡㐺ษᑐᛂࡍࡿࡇࠋ

㸦㸴㸧ࡑࡢไᗘ⏝ಁ㐍㛵ࡍࡿᴗົ
ࡑࡢไᗘ⏝ಁ㐍㛵ࡍࡿᴗົࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯 
┠ࢆᐇࡍࡿࡇࠋ

 ༠㆟㐠Ⴀᴗົ


ດࡵࡿࡶࠊኪ㛫ཬࡧఇ᪥࠾࠸࡚ࡶࠊ㛵ಀᶵ㛵

⿕ᚋぢே➼ཬࡧࡑࡢぶ᪘ࡢ≧ἣཬࡧ㐃⤡ඛࡢᢕᥱ

ே➼ࡢ⒪ࡸᡭ⾡ࡢ⾡➼ಀࡿ㔠㖹㠃࠾ࡅࡿ┦ㄯ
ࡸຓゝࢆ⾜࠺ࡇࡣᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࠋ
࢚ 㐃⤡ཬࡧᑐᛂయไ

⾜ࢃ࡞࠸ࡇࠋࡓࡔࡋࠊ⢭⚄ಖཬࡧ⢭⚄㞀ᐖ⪅⚟♴ 
㛵ࡍࡿἲᚊ㸦㸰㸳ᖺἲᚊ➨㸯㸰㸱ྕࠋ
㸧➨㸱㸱᮲ 
➨㸰㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡃ་⒪ಖㆤධ㝔ࡢྠពࡘ࠸࡚ࡣ 
ࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࡞࠾ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀ⥭ᛴ㐃⤡ඛ࡞ࡿࡇཬࡧ⿕ᚋぢ ࣭་⒪ྠពࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀࠊࢻࣂ

ࡋ࡚ࠊ┈┦ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺
㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࣝ㸧࡞㛵ಀࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋཷ௵
㛵ࡋ࡚ࡶࠊ♫༠ෆ㒊࡛ࡢ⢭ᰝࠊ
➨୕⪅ࡢ࠸ࡿሙ࡛ࡢᑂ㆟ࢆつᐃ

ࡋࠊព㆑࡙ࡅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ࡢ୰᰾ᶵ㛵ᴗົ୪ิ㸦ࣃࣛࣞ


࣭ṇ㜵Ṇຠᯝ㛵ࡍࡿグ㏙ࡶつᐃ






༠㆟㸧࡞ࡢྛ✀㆟࡚ሗ࿌ࡍࡿࡇࠋ
࢘ ་⒪ྠព

⿕ᚋぢே➼ࡢ⒪ࡸᡭ⾡ࡢ⾡➼ಀࡿ་⒪ྠពࡣ 

ᡂᖺᚋぢே➼ࡢሗ㓘ಀࡿ⏦❧ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ
ࠋ
 ἲேᚋぢࡢᐇ≧ἣሗ࿌
ุᡤࡢᣦ♧ᚑ࠸ࠊᡂᖺᚋぢ➼ົሗ࿌᭩ࢆసᡂ
ཬࡧᥦฟࡍࡿࡶࠊἲேᚋぢಀࡿᐇ≧ἣࢆᐃ
ཬࡧ㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢ࣭ἲ⚟㐃ᦠ᥎㐍༠㆟㸦௨ୗࠊ

 ᡂᖺᚋぢே➼ࡢሗ㓘

༑ศ᳨ウࡋࠊᐃ࡛ࡢᢎㅙࢆᚓࡓ࠺࠼࡛ཷ௵ࡍࡿࡇ
ࠋࡲࡓࠊᴗົࡢ㝿ࡣࠊ௨ୗࡢ㡯┠␃ពࡍࡿࡇࠋ

ᡂᖺᚋぢே➼ࡽࡢ┦ㄯᑐࡋຓゝࢆ⾜࠺ࡶ
ࠊ≧ἣࡼࡾ㐺ᐅ⏥ࡸุᡤ㐃⤡ㄪᩚࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵
➼ࡸᑓ㛛⫋࡞ࢆᣍ㞟ࡋࢣ࣮ࢫ᳨ウࢆ⾜࠺࡞ࠊໟᣓⓗ
ᚋぢே➼ࢆᨭࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊࢳ࣮࣒ࡋ࡚ࡢ㛵ಀ
ࢆ⠏ࡃࡇ࡛ṇ㜵Ṇດࡵࡿࡇࠋ
㸦㸳㸧ἲேᚋぢᴗົ
எࡀᡂᖺᚋぢே➼ࢆཷ௵ࡍࡿ㝿ࡣࠊཷ௵ࡢྍྰࢆ

 ᡂᖺᚋぢே➼ᑐࡍࡿ⥲ྜᨭ
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㇏⏣ᕷᡂᖺᚋぢᨭࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀᴗົጤクᵝ᭩

ࡇࠋ





ࡍࡿࠋ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ㒔ᗘ⏥எࡢ༠㆟ࡢୖࠊᐃࡵࡿࡶࡢ

㸦㸰㸧ᮏᵝ᭩ᐃࡵࡢ࡞࠸㡯ཪࡣ⩏ࢆ⏕ࡌࡓ㡯

எࡣࠊᮏᵝ᭩つᐃࡉࢀࡿᴗົࢆᐇࡍࡿᙜࡓ
ࡗ࡚ࠊ⏥ࡢಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ཬࡧሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆ
☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊูῧࠕಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ཬࡧሗࢭ࢟
ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿ≉グࠖࢆ㑂Ᏺࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

≉グ

㸯㸲 ࡑࡢ
㸦㸯㸧ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ཬࡧሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿ

 ᮍ‶ࡢ➃ᩘࡀ⏕ࡌࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ➃ᩘ㔠㢠ࡢ
ྜィࢆ᭱⤊ᅇྜࢃࡏ࡚ᨭᡶ࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ



⑥

⑤

④

③

②

に対応できていない。

0

合計

本人の判断能力が不十分であるために、その他困難な事情があるが、適切

応の必要がある。

判断能力はあるが、身元保証問題、任意後見制度、委任契約などの相談対

消費者被害や悪徳業者につきまとわれている又はその疑いがある。

などの法律行為を行えない。

本人の判断能力が不十分であるため、不動産の処分や遺産分割協議、相続

など）を受けている又はその疑いがある。

済的虐待や金銭搾取、その他の虐待（身体的・性的・心理的・ネグレクト

本人の判断能力が不十分であるため、預金や年金を取り上げられるなど経

・土地や建物、有価証券等の資産の管理が適切でない。

対応ができていない。

・税や保険料、利用料などを現に滞納、又は負債があるが、適切に返済等の

・家計管理ができない。

・商品を次々購入するなど、収入に見合った適切な支出ができない。

する状況が発生している。

や契約を理解できない、拒否があるなど支援が進まない。

本人の判断能力が不十分であるため、治療や介護・福祉サービスの必要性

本人の判断能力が不十分であるため、以下のような金銭や財産の管理に関

①

【回答】

現在は成年後見制度の利用等で課題が解消している場合も含みます。

人

人

人

人

人

人

人

回答欄

思われる項目にカウントし、又回答は初期対応した時点での状態で判断いただき、

スともに含む）した市民のうち、以下の項目に該当する人数を教えてください。

なお、対象者１人につき２つ以上の項目に該当する場合には、最も当てはまると

ᚋ㸯㸮᪥௨ෆᐇ⦼ሗ࿌᭩ཬࡧᨭỴ⟬᭩ࢆᥦฟࡍࡿ

㸯㸱 ጤクᩱࡢᨭᡶ
ጤクᩱࡢᨭᡶᩚ⌮᪥ࡣࠊ㸴᭶ᮎ᪥ࠊ㸷᭶ᮎ᪥ࠊ㸯㸰
᭶ᮎ᪥ཬࡧᴗົࡋࠊ㸲ᅇᡶࡢᆒ➼ࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ㸴᭶ᮎ᪥ࠊ㸷᭶ᮎ᪥ࠊ㸯㸰᭶ᮎ᪥ࡢᨭᡶ㢠



電話

事業所名

ᴗ┤ࡕᒆࢆᥦฟࡍࡿࡶࠊᴗ

㸦㸰㸧ᴗィ⏬᭩ᥖࡆࡓᴗົࡢ㐩ᡂ≧ἣࡘ࠸࡚⮬ᕫ
ホ౯ࡍࡿࡶࠊ༠㆟࡚ሗ࿌ࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ

成年後見制度の利用ニーズについて＞

包括 ・ 委託相談 ・ 地活Ⅰ

【問１】平成２９年度（H29.4～H30.3）において、貴事業所にて相談対応（新規・継続ケー

＜１

回答者
役職・氏名

分類

地域包括支援・委託障がい相談・地活Ⅰ型向け調査票




௵ࢆᣢࡗ࡚⾜࠺ࡼ࠺ࠊࠕ᳨ウ࣭༠
㆟࡛ࠖ␃ࡵ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ

市町村における成年後見制度利用促進の計画化の方法に関する調査研究事業











ゎㄝ࣏ࣥࢺ
⟇ࡢᵓ⠏ࡣ࠶ࡃࡲ࡛⾜ᨻࡀ㈐

࣭యไᩚഛࡢᡭᘬࡁ࡛࠸࠺ࠕ㐍⾜⟶
⌮ᶵ⬟ࠖࡢ୍㒊ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᴗົࡘ࠸࡚㐍ᤖ⟶⌮ࡢࡓࡵࠊࢭࣥࢱ࣮ࡣ⾜ᨻᶵ㛵
ᐃ㛤ദ㸦ࢭࣥࢱ࣮ࡀദ㸧ࡢ
ࢻࣂࢨ࣮ࢆᣍ㞟ࡋࠊẖ᭶㸯ᅇࢆࡵᐃࢆ㛤
᰿ᣐࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ദࡍࡿࡇࠋ


㸯㸰 ᴗࡢሗ࿌
㸦㸯㸧⏥ᑐࡋ࡚ࠊ๓᭶ࡢάືᐇ⦼ࡘ࠸࡚ࠊ⩣᭶ࡢ㸯
㸮᪥ࡲ࡛ሗ࿌ࢆ⾜࠺ࡶࠊᮏᵝ᭩㸷ᐃࡵࡿ


㸯㸮 ᖒ⡙ࡢᩚഛ
ᴗಀࡿ⤒㈝ࡘ࠸࡚ㅖᖒ⡙ࢆᩚ⌮ࡋࠊ⏥ࡢㄳồ
ᛂࡌ⤒㈝ࡢᇳ⾜≧ἣࢆሗ࿌ࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊㅖᖒ⡙
ࡣᴗ⤊ᚋ㸳ᖺ㛫ಖᏑࡍࡿࡇࠋ

㸯㸯 ᴗィ⏬➼ࡢᒆฟ
⏥ᑐࡋ࡚ࠊ㸲᭶㸰㸮᪥ࡲ࡛ᙜヱᖺᗘࡢᴗィ⏬᭩ࠊ
ᨭண⟬᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇࠋ

ࡢయไᩚഛດࡵࡿࡇࠋ
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ఀ㑣ᕷࠊ㥖ࣨ᰿ᕷࠊ㎮㔝⏫ࠊ⟪㍯⏫ࠊ㣤ᓥ⏫ࠊ༡⟪㍯ᮧࠊ୰ᕝᮧཬࡧᐑ⏣ᮧ㸦௨ୗ ࠕ༠ᐃ
ᕷ⏫ᮧࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡣࠊᡂᖺᚋぢไᗘ➼ࡢᬑཬཬࡧ┦ㄯࠊᚋぢே➼ࡢཷ௵ࡑࡢྛ✀ࡢᶒ᧦
ㆤࡢࡓࡵࡢᴗࡢᐇ࠶ࡓࡾࠊඹྠࡋ࡚ᐇࡍࡿᴗ㸦௨ୗ ࠕࢭࣥࢱ࣮ᴗࠖ࠸࠺ࠋ㸧
➼ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ࠾ࡾ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡍࡿࠋ

㸦┠ⓗ㸧
➨㸯᮲ ༠ᐃᕷ⏫ᮧࡣࠊㄆ▱㧗㱋⪅ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅➼ࡢேᶒࢆᑛ㔜ࡋࠊ୍ேࡦ
ࡾࡀࡑࡢேࡽࡋࡃᆅᇦ࡛Ᏻᚰࡋ࡚⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠཬࡧ༠ാࡼࡾࠊຠ⋡
ⓗᨭࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮ᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
 㸦ࢭࣥࢱ࣮ᴗ㸧
➨㸰᮲ ࢭࣥࢱ࣮ᴗࡣࠊせ⥘ࡼࡾูᐃࡵࡿࠋ
㸦ᴗィ⏬㸧
➨㸱᮲ ࢭࣥࢱ࣮ᴗ㛵ࡍࡿᴗィ⏬ࡣࠊィ⏬ᖺᗘࡢ๓ᖺᗘ୰༠ᐃᕷ⏫ᮧࡢ༠㆟ࡼࡾ⟇
ᐃࡍࡿࠋ
㸦ࢭࣥࢱ࣮ᴗࡢᐇ᪉ἲ㸧
➨㸲᮲ ࢭࣥࢱ࣮ᴗࡣࠊᖖࡢ♫⚟♴ኈࢆ㓄⨨ࡍࡿᴗ⪅ጤクࡍࡿࠋ
㸦ࢭࣥࢱ࣮ᴗಀࡿົᡤ㸧
➨㸳᮲ ࢭࣥࢱ࣮ᴗಀࡿົᡤࡣࠊḟ⨨ࡃࠋ
ఀ㑣ᕷᒣᑎ㸰㸷㸶␒ᆅ㸯 ⚟♴ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮ෆ
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センターは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の人権を尊重し、一人ひとりがそ

センターは、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

住民に対して、成年後見制度等の周知及びＰＲ並びにシンポジウム開催等の啓発

イ

本人又は親族が行う成年後見申立ての支援

イ

後見業務の研修

センターの事務所は、長野県伊那市山寺２９８番地１に置く。

措置等により地域外に入院入所したものは、可能な限り事業の対象とする。

センターの利用者は、関係市町村の住民とする。ただし、関係市町村の住民であった者で、

（利用者）

利用者の利便性を図るため、センターに支所を置くことができる。

第５条

２

第４条

（事業所の位置）

（12）その他運営委員会で必要と認めた事業

（11）上伊那全体協議会の開催

（10）任意後見監督人選任の助言

（９）市民後見人の育成及び活動支援

（８）権利擁護に係る調査及び研究

イ

（７）親族後見人等への支援
ア 後見業務の相談及び助言

（６）市民後見人等に対する後見監督の受任

（５）関係市町村から依頼のあった案件に係る法人後見の受任

（４）専門職を含む適切な後見人の紹介、推薦

関係市町村長が行う成年後見申立ての支援

ア

（３）成年後見申立ての支援

（２）成年後見・権利擁護相談（関係市町村、市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、障
害者総合支援センター等からの相談対応）

行政及び福祉関係者への成年後見制度等の研修

ア

（１）成年後見制度、権利擁護等の研修及び啓発

第３条

（事業内容）

の普及及び相談、後見人等の受任その他各種の権利擁護のための事業を行うことを目的とする。

の人らしく地域で安心して生活できるよう、関係機関との連携及び協働により、成年後見制度等

第２条

（目的）

係市町村」という。）は、上伊那成年後見センター（以下「センター」という。）を設置する。

伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び宮田村（以下「関

（設置）

第１条

上伊那成年後見センター設置要綱

業務
その他センター業務

所長
行に

たって必要と

る職員

は、後見
及び人

、市町村委
とし、その

その他の 入を
は に める。

てる。

査会）

めるものの

か必要な事

は、運営委員会が

成２３年４ １ から 行する。
成２４年１２ １ から 行する。
成２５年１１ １ から 行する。
成２６年１１ １ から 行する。
成３１年４ １ から 行する。

）
この要綱に

この要綱は、
この要綱は、
この要綱は、
この要綱は、
この要綱は、

（
第11条

に

める。

第10条 センターが行う法人後見業務に いて、その受任が適切であるかの 議を行うため、法
人後見受任 査会を置く。法人後見受任 査会の委員は、運営委員会が必要と認める者を任
する。

（法人後見受任

（運営委員会）
第９条 第３条各 に掲げる事業の適 な運営及び
の
のため、センターに運営委員会を
置く。
２ 委員会の任務は、次のと りとする。
（１） 第３条各 に掲げる事業の運営
の
に関する事
（２） 援助
ー の
に関する事
（３） 事業に関する
に関する事
（４） 設置要綱等の
に関する事
（５） その他センター運営に関する必要な事
３ 運営委員会の委員は、次に掲げる者とする。
（１） 関係市町村
長
（２） センター運営 体の
任者
（３
運営委員長が必要と認める者
４ 委員の任 は、１年とし、 任を げない。
５ 運営委員会に委員長及び 委員長を置き、委員が 選する。

（
の
）
第８条 センターの
２ 市町村委
は、

（開設 及び開設
）
第７条 センターの開設 及び開設
は、次の各 に めるとこ による。
（１） 開設
から
とする。ただし、 民の
に関する法 （
２３年法
１７８ ）に
する
及び１２ ２９ から 年１ ３
でを く。
（２） 開設
前８ ３
から 後５ １５
でとする。

（２）
（３）

（１）

（職員）
第６条 センターに次の職員を置く。

第
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（趣旨）
第１条 この要領は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることに
より財産の管理又は日常生活等に支障がある者を支援する成年後見制度
（ 以 下 「 制 度 」と い う 。 ） の 利 用 促 進 を 図 る た め 、 埼 玉 県 成 年 後 見 制 度 利
用 促 進 ○ ○ 地 区 協 議 会 （ 以 下「 ○ ○ 地 区 協 議 会 」と い う 。 ） の 運 営 に 関 し
必要な事項を定める。
（目的）
第２条 ○○地区協議会は、次の各号に掲げる事項について 協議する。
一 ○○地区協議会の区域における関係団体の連携に関すること
二 制度の同区域の住民への周知及び普及に関すること
三 制度の利用促進に係る諸課題の検討に関すること
四 その他、制度等に関することで○○地区協議会が必要と認めること
（役員）
第３条 ○○地区協議会には会長及び副会長を置く。
２ 会長及び副会長は、構成団体の互選により選出する。
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務
を行う。
（会議）
第４条 ○○地区協議会の会議は、会長が招集し、主宰する。
２ 会長は、必要があるときは、会議に構成団体以外の者に出席を求め、意
見を聴くことができる。
（庶務）
第５条 ○○地区協議会の庶務は、会長の属する市町 村 の成年後見制度担
当課において処理する。
（その他）
第６条 この要領に定めるもののほか、○○地区協議会の運営に関し必要な
事項は、会長が定める。
附 則
この要領は、平成○○年○月○日から施行する。

埼玉県成年後見制度利用促進○○地区協議会 運営要領

雛形

５

その他

・法人後見について

・地域連携ネットワークづくり、中核機関の設置について

・市町村計画の策定について

・制度の周知について

○○地区における成年後見制度の状況について
意見交換

（１）
（２）

議事

埼玉県成年後見制度利用促進○○地区協議会の運営について

３
４

自己紹介

○○○○

２

○○○○

○○時○○分～○○時○○分

平成３０年○月○○日（○）

あいさつ

会場

日時

１

次第

平成３０年度埼玉県成年後見制度利用促進○○地区協議会

雛形
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りやすい

静岡県・
（福）静岡県社会福祉協議会
平成 31 年 1 月
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【１ページ目
（表紙）】あなたや家族、知り合いの困りごと、心配ごとはありませんか？

第１章

活用イメージ図／本書の使い方

はじめに

目次

1

132

例えばこんな困りごと

例えばこんな困りごと

このような困りごとは成年後見
制度を利用することで、
解決に近づくはず！
まずは、相談窓口につな
げることが大切だよ
相談については、
次ページで解説するよ

①市役所から年金など
の通知が届いても、
何を書いて良いか分
からず放置されてい
る。
②どこにしまったのか
思い出せず、分から
なくなってしまうこ 書類の手続きに困っている
とが多い。
③郵便物が来ても、何が重要なものか判断できず、郵便
物が溜まってしまう。
④利用したい福祉サービスがあるが、書類の書き方が分
からない。

事例3

①ゴミ出しや掃除がう
まくできず、不衛生
な部屋で生活してい
る。
②買い物や料理をホー
ムヘルパーに頼むな
暮らしのサービスが
ど、福祉サービスを
うまく使えない
利用したいが、方法
が分からない。
③グループホームに入所したいが、どうやって探せばい
いか分からない。
④就労支援に通いたいが、どうしたら良いか分からない。

事例1
例えばこんな困りごと

例えばこんな困りごと

例えばこんな困りごと

①障がいのある子ども
がいて、家族が亡く
なった後、面倒を見
てくれる人がいない
ので心配。
②将来、子どもが病気
や怪我をして入院と
子どもの将来が不安
なったとき、子ども
が自分で必要な手続きなどができるか心配。
③引きこもりの子どもが、親亡き後、１人で生活できる
か心配。

事例5

① い ろい ろな人 が 高
価なものを売りに来
るが、騙されていな
いか心配。
② 年 金 支 給 日にだ け
顔を出し、こづかい
悪い人にだまされたら
をもらいに来る人が
どうしよう
いる。
③本人は信用してしまっているが､ 実は搾取されている
ようだ。
④悪い人の手伝いをさせられることがあるようだ。共謀
や共犯になってしまわないか心配。

事例4

5

①お金の管理がうまく
できず、使いすぎて
いつも足りなくなっ
てしまう。
② 税 金 や福 祉 サービ
ス利 用 料 の支 払い
を忘れてしまい、滞
お金のやりくりができない
納や未納がある。
③買ったことを忘れてしまい、同じものを何度も買ってし
まう。
④自分で銀行に行けず、知人におろしてもらっているが、
勝手に出金されているかもしれない。

事例2

んなことを行うのかなどは本書 18、19 ページで説明しています。

なお、成年後見制度を利用することによって、どのような支援につながるのか、成年後見人等はど

います。このような困りごとなどがないか、支援対象者と一緒に確認してみましょう。

パンフレットの表紙に掲載している 5 つの事例について、困りごとなどの具体例を下記に記載して

事例１〜５ 説明のポイント
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別紙１

４

日時・会場：①平成 31 年２月７日（木） 静岡音楽館 AOI 7 階講堂（静岡市）
②平成 31 年２月12日（火） ﾌﾟﾗｻｳﾞｪﾙﾃﾞ 3 階 301 会議室（沼津市）
③平成 31 年２月27日（水） 掛川ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 3 階ｼｬﾝｸﾞﾘﾗｽｲｰﾄ（掛川市）
④平成 31 年３月１日（金） 下田市民文化会館 大会議室（下田市）
（時間はいずれも 13 時 30 分～16 時です。
）

３

15：30～
16：00

途中休憩有

13：35～
15：30

2/7
2/12
2/27
3/1

ふるい後見事務所 古井 慶治 氏
静岡県精神保健福祉士協会 事務局長 山口 雅弘 氏
(福)牧ノ原やまばと学園 垂穂寮・ｹｱｾﾝﾀｰ野ばら 施設長 大畑 彰弘 氏
(福)桂 居宅介護支援事業所カリタス 21 主任介護支援専門員 飯塚 哲男 氏

質疑応答

今年度作成した“成年後見制度パンフレット”及び“わかりやすい成年後見制度
テキスト”を使って、成年後見制度の概要とパンフレット及びテキストの有効な
活用方法について、解説していただきます。

講師：①
②
③
④

〔講義〕
内容：成年後見制度の基礎知識と分かりやすい説明方法

〔概要説明〕
県内の成年後見制度利用状況等について（静岡家庭裁判所）

内
容 （４日とも同じ内容です）
13：00～
受付
13：30～
開会

そちらに参加される方は内容が重複しますので、ご了承ください。

※2/22 に磐田市内で開催される「介護サービス事業者連絡会」でも同内容の研修会を行います。

受講対象： 社会福祉事業所職員、地域包括支援センター職員、市町行政職員、社会
福祉協議会職員、特別支援学校教員 等

２

催 ： 静岡県、社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

主

１

高齢化の進行や障害者の地域生活移行に伴い、成年後見制度を必要とする人々が増加し、
より多くの方々が適切に制度を利用できる仕組みづくりの必要性が高まっています。
制度を必要としている方は、福祉サービスの利用等を通じて福祉関係者の皆さまと関わり
を持っている可能性が高く、福祉関係者への成年後見制度の理解促進を図り、皆さまからそ
れぞれの支援対象者やその家族等に制度を周知していただくことで、制度を必要としている
人を利用につなげることが可能になります。
このような仕組みづくりを目指し、福祉関係者の皆さまに、成年後見制度の基礎知識や制
度を分かりやすく説明する方法等を学んでいただくことを目的に本研修を開催します。

福祉職員のための成年後見制度理解促進研修

静岡県委託事業
２の
か

・

は

の
し

までに、県社会福祉協議会
みください。

です。

利

利 護 （ 野、 田）

：平成 31 年２月 日（月）
：平成 31 年２月 日（水）
：平成 31 年２月1 日（火）
：平成 31 年２月21日（木）

を下
で

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会 生活支援
20 670 静岡市
町 1 70
（
）05 25 5237
（ A
）05 251 750
（
）

す

： 参加

①静岡会
②沼津会
③掛川会
④下田会

ー

： 別

護

へ

（

公

印

省

略

）

宮崎県福祉保健部長寿介護課長

成年後見制度に関する調査について（依頼）

御中
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報告期限

㧗㘠⏫
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ྛᕷ⏫ᮧ䛷άືྍ⬟䛺ဨᩘ䚷䈜㻟
᪂ᐩ⏫ す⡿Ⰻᮧ ᮌᇛ⏫

：

ᮾ⮻ᯂ

：○○○○ ○○ ○○○○

参考

担 当：高齢化対策担当 ○○
電 話：○○○○ ○○ ○○○○

୵㛫ᕷ

平成３０年○月○日（○）

᪥༡ᕷ

２

すㅖ┴

別紙の調査表のとおり

ᑠᯘᕷ 䛘䜃䛾ᕷ

す㒔ᕷ

調査様式

୕⫤⏫

⨾㒓⏫

１

ㅖ┴

᳝ⴥᮧ

記

㒔ᇛᕷ

ㅖሯᮧ

なお、御回答いただいた内容につきましては、今後の成年後見制度の利用推進のため

す⮻ᯂ

の市町村や関係団体との連携協議資料や、「宮崎県成年後見制度普及検討連絡会議」で
の会議資料などとして活用する予定としております。

⥤䚷⏫

㛛ᕝ⏫

そこで、貴団体の現状につきまして、別添調査表により、平成３０年○月○日（○）
までに御回答をお願いいたします。

ᮾㅖ┴
᪥ྥᕷ

組が求められています。

ᅜᐩ⏫
ᘏᒸᕷ

円滑な運営を行うとともに、当該ネットワークの中核機関を設置するなど、積極的な取

㧗༓✑⏫ ᪥அᙳ⏫ 䞄℩⏫

２９号）に基づく成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定され、市町村の役割の一つ
として、地域の専門職団体等の関係者の協力を得、地域連携ネットワークの設立とその

ᐑᓮᕷ

本県の福祉行政の推進につきましては、日頃から御理解と御協力をいただき、厚くお
礼申し上げます。
平成２９年３月２４日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

宮崎県弁護士会

平成３０年○月○○日

○○○ ○○○○

ཧ⪃
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宮崎県福祉保健部長

提出期限

２

※回答の様式は問いません。

別紙のとおり

記

：

：○○○○ ○○ ○○○○

話：○○○○ ○○ ○○○○

電

○○

当：高齢化対策担当

担

平成３０年○月○日（○）

データ提供要望一覧

１

いいたします。

あたり、本県の状況を把握したいことから、下記の要領にて御回答くださいますようお願

さて、標記の成年後見関係事件の概況につきまして、本県の成年後見制度の施策推進に

上げます。

本県の高齢者等の権利擁護につきましては、日頃から格別の御尽力を賜り厚く御礼申し

本県における成年後見関係事件の概況について（依頼）

宮崎家庭裁判所長 殿

平成３０年○月○○日

○○○ ○○○○

ཧ⪃

３

２

１

申

ての

の

）
）

年齢別

年

）

について（裁判所別）（平成２

との関係について（裁判所別）（平成２

（裁判所別）（平成２ 年

年

について（裁判所別）（平成２

別

件

本

長申

（裁判所別）（平成２

と本

件

年 ）

年 ）

宮崎県における成年後見関係事件の概況に係るデータ提供要望一覧

成年後見

申

（別紙）
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B) ᕷẸᚋぢே➼䛾㣴ᡂ䚸ᚋぢே䛾άືᨭ䛾┒䜚㎸䜏



୰᰾ᶵ㛵䛾䛒䜚᪉
䛻䛴䛔䛶䚸༠㆟䛷
᳨ウ䛩䜛ሙྜ㻌

୰᰾ᶵ㛵䜢」ᩘ䛾
ᶵ㛵䛻ศᩓ䛩䜛ሙ
ྜ㻌

୰᰾ᶵ㛵䛜㻌
Ỵᐃ䛧䛶䛔䜛ሙྜ㻌

䞉䕿䕿ᕷᶒ᧦ㆤᨭ䝉䞁䝍䞊䜢୰᰾ᶵ㛵䛸䛧䚸ᶒ᧦ㆤᨭ䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䚹㻌
䞉䕿䕿⏫䛜୰᰾ᶵ㛵䛸䛺䜚䚸యⓗ䛻ᶒ᧦ㆤᨭ䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䛻
ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌
䞉䕿䕿ᕷᶒ᧦ㆤᨭ䝉䞁䝍䞊䜢䚸ᗈሗᶵ⬟䚸┦ㄯᶵ⬟䚸ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟䚸
ᚋぢேᨭᶵ⬟➼䜢ᢸ䛖ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾୰᰾ᶵ㛵䛸䛧䛶⨨䛡䜛䚹㻌
䞉ᮏᕷ䛷䛿䚸䕿䕿䝉䞁䝍䞊䜢୰᰾ᶵ㛵䛸䛧䛶⨨䛡䜛䚹㻌
䞉ᶒ᧦ㆤᨭ䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻ᵓ⠏䛻ྥ䛡䚸䕿䕿ᕷ䛜ྖ௧ሪ䛸䛺䜚䚸䕧䕧ᶒ
᧦ㆤᨭ䝉䞁䝍䞊䜢୰᰾ᶵ㛵䛸䛧䛶䚸㛵ಀᅋయ䛸㐃ᦠ䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌
䞉ᶒ᧦ㆤᨭ䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾୰᰾ᶵ㛵䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᗈሗᶵ⬟䜢䕧䕧ᶒ
᧦ㆤ䝉䞁䝍䞊䚸┦ㄯᶵ⬟䜢䕿䕿䝉䞁䝍䞊䛻ጤク䛧䚸ẁ㝵ⓗ䞉ィ⏬ⓗ䛺ᩚഛ䛻ྥ䛡䛶䚸⥅
⥆䛧䛶༠㆟䛷᳨ウ䛩䜛䚹㻌
䞉ᶒ᧦ㆤᨭ䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾୰᰾ᶵ㛵䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᗈሗᶵ⬟䜢䕧䕧ᶒ
᧦ㆤ䝉䞁䝍䞊䚸┦ㄯᶵ⬟䜢䕿䕿䝉䞁䝍䞊䚸ᡂᖺᚋぢไᗘ⏝ಁ㐍ᶵ⬟䜢䕿䕧䝉䞁䝍
䞊䚸ᚋぢேᨭᶵ⬟䜢䕧䕿䝉䞁䝍䞊䛻ጤク䛧䚸ྛ୰᰾ᶵ㛵䛜㐃ᦠ䛧䛶ᶒ᧦ㆤᨭ
䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌
䞉୰᰾ᶵ㛵䛾䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛿䚸䕿䕿ᖺᗘ䛾タ⨨䛻ྥ䛡䚸㛵ಀᶵ㛵䛸༠㆟䞉᳨ウ䛩䜛䚹㻌
䞉ᶒ᧦ㆤᨭ䛾ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䚸୰᰾ᶵ㛵䜢䛒䜚᪉䛻䛴䛔䛶䚸䕿
䕿䕿༠㆟䛷᳨ウ䛩䜛䚹㻌

A) ᆅᇦ㐃ᦠ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䜔୰᰾ᶵ㛵䛾䛒䜚᪉䛾┒䜚㎸䜏㻌

ᆅᇦ⚟♴ィ⏬⟇ᐃ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛜♧䛩┒䜚㎸䜐䜉䛝㡯䛾ᩥ

平成 30 年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（社会福祉推進事業分）
「成年後見制度の利用促進に関する調査研究事業」

市町村成年後見制度利用促進基本計画策定の手引き
平成 31
（2019）年

3月

成年後見制度の利用促進を目的とした
市町村計画策定支援のための調査研究事業検討委員会
事務局：一般財団法人
〒160-0008
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東京都新宿区四谷三栄町 15-8
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