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令和３年度第１回伊勢原市成年後見・権利擁護推進委員会 会議録 

 

〔事 務 局〕 保健福祉部福祉総務課 

 

〔開催日時〕 令和３年７月３０日（金）午前１０時～午前１１時３５分 

 

〔開催場所〕 伊勢原市役所 第３委員会室 

 

〔出 席 者〕  

（委 員）町川智康委員（会長）、田中晃委員（副会長）、塩原真理子委員、 

長谷川幸子委員 

（事務局）福祉総務課       古清水参事、石川主幹、清水主事 
     伊勢原市社会福祉協議会 小林事務局長、柏木局長補佐、小笠原主任、 

 
〔公開可否〕 公開 

 

〔傍聴者数〕 ０人 

 

〔議題〕 

 （１）令和２年度成年後見・権利擁護推進センター事業報告について 

 （２）令和３年度成年後見・権利擁護推進センター事業計画について 

 （３）社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会伊勢原市市民後見人バンク運営要領の

一部を改正する要綱について 

 （４）その他 

 

（配布資料） 

   伊勢原市成年後見・権利擁護推進委員会設置要綱 

資料１   令和２年度成年後見・権利擁護推進センター事業報告書 

資料２   伊勢原市成年後見・権利擁護センター 相談対応実績 

資料３   伊勢原市市民後見人バンク登録者の状況 

資料４   令和３年度成年後見・権利擁護推進センター事業計画 

資料５   第３期伊勢原市市民後見人養成課程の流れ（案） 

資料６   第３期伊勢原市市民後見人養成課程（基礎研修）開催日程 

資料７   令和３年度第３期伊勢原市市民後見人養成課程（基礎研修）募集要項 

資料８   社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会伊勢原市市民後見人バンク運

営要領の部を改正する要綱について 

資料９   伊勢原市成年後見制度に基づく助成に関する要項の見直しについて 

 

(参考資料） 

資料番号なし  成年後見制度ハンドブック 

資料番号なし  第４期伊勢原市地域福祉計画（改定版） 

 
〔審議の経過〕 
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２ 議題 

（１） 令和２年度成年後見・権利擁護推進センター事業報告について 

（事務局） 
－資料１～３について、事務局から説明－ 

 
（委員） 
  高齢者のミニサロンというのは、どこが主体となっているのでしょうか。自治会

でしょうか。 
 
（事務局） 
  自治会で行っているところもありますが、ご近所同士で集まって自主的に結成さ

れたミニサロンも多くあります。全てを把握できているわけではありませんが、

主にお茶を飲みながらレクリエーションをするタイプと、介護予防体操等の運動

をするタイプに分かれます。現在、市内に８０カ所ほど存在します。伊勢原市に

は１０３自治会ありますので、それよりは少ないですが、伊勢原市はミニサロン

活動が活発に行われている印象です。社会福祉協議会では市から委託を受けてミ

ニサロン団体へ運営費の助成や保険加入の支援等をしているのですが、そこで代

表者の方の住所を把握しているので、昨年は出前講座について案内を出しました。

そこから依頼が来たという形になります。 
 
（委員） 
  地区社協でもなく、完全に地域の集まりなのですね。 
 
（事務局） 
  民生委員が中心となっているミニサロンもあります。自治会から助成を受けて活

動している団体もあります。 
 
（委員） 
  地区社協でも自治会でもない集まりがあるというのは、伊勢原市ならではだと思

います。ミニサロン団体は登録制なのですか。 
 
（事務局） 
  希望される団体は登録をしていただき、基準を満たしている場合に助成が受けら

れるようになります。 
 
（委員） 
  ミニサロンはどこで活動しているのですか。 
 
（事務局） 
  地域の自治会館や集会所が多いですが、個人宅で集まるところもあります。 
 
（委員） 
  行政が働きかけているのではないですか。 
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（事務局） 
  発足は地域の方々の声がきっかけですが、立ち上げる際に規約の書式を参考に提

供したり、自治会や民生委員の協力もミニサロンの運営に大事なものとなってく

るので、その連携について支援をしたりしています。しかし、長く続いているミ

ニサロンだと立ち上げた方がずっと代表を務めており、世代交代をしたくても次

期代表が見つからないという課題もあると聞いています。 
 
（委員） 
  市長申立てケース検討会というのはどういう方で構成されているのですか。 
 
（事務局） 
  まず、必ず出席するのは主催の成年後見・権利擁護センター、市長申立て審査会

の担当である福祉総務課、高齢者の案件の場合は介護高齢課、障がい者の案件の

場合は障がい福祉課です。その他に、本人に関わっている福祉・医療の関係者で

す。例えば病院の医療相談員、介護保険を利用していればケアマネージャー、利

用している事業所の責任者、障がい案件であれば計画相談員等が参加します。士

業の方は入っていません。 
 
（委員） 
  ケース支援会議のようなものですね。 
 
（事務局） 
  市長申立て案件は、今、後見制度を必要としている方が多いので、申立てまで円

滑に進めるために、誰がいつまでに何をするのか支援計画を立て、役割分担をし、

センターで舵取りをしながら進めていきます。市長申立て審査会は最終決定の場

で、ある程度市長申立てケース検討会で外堀を固めた上で上程しています。他の

市町村では市長申立て審査会で具体的に検討することが多いと思いますが、伊勢

原市ではセンター設立後はこのような進め方をしています。 
 
（委員） 
  市長申立てケース検討会は随時開催ですか。 
 
（事務局） 
  随時開催です。 
 
（委員） 
  市長申立てケース検討会や市長申立て審査会に、後見人候補者は出席しますか。 
 
（事務局） 
  後見人候補者は出席しません。市長申立てケース検討会の中で、例えば、生活保
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護受給者で身上監護が中心となる方は社会福祉士が適当だろう、虐待ケース等の

法的なトラブルを抱えている方は弁護士が適当だろうというように、案件にあっ

た候補者を検討し、市長申立て審査会に諮ります。そこで承認されてから団体に

推薦依頼をして候補者の調整を図っていただく流れになります。 
 
（委員） 
  障がい者の意思決定支援が重要視されていますが、成年後見に関しても意思決定

支援の研修が大切になってくると思います。昨年度開催した意思決定支援の研修

の内容を教えていただけますか。 
 
（委員） 
  研修のうち１回は私が講師を務めました。社会福祉士会で意思決定事業に関する

後見活動のガイドラインが出ています。本人がはっきり意思表明している場合と、

代行決定しなければいけない場合と、プロセスをはっきりさせなければいけませ

ん。研修では事例を挙げてグループワークをしてもらいました。例えば、本人は

自宅にいるがケアマネージャーが施設入所した方がいいと主張した場合、どのよ

うに決定するのか。そういった例に対して賛成側と反対側に分かれ、メリットと

デメリットを挙げながら討論をしてもらいました。参加者も真面目に取り組んで

おり、いい意見が交わされました。実際にどう進めたらいいのか分からないと、

ぼんやりしてしまいますので、意見を多面的に討論し、チームで確認していくこ

とが大切だと思います。 
 
（委員） 
  知的障がいはもちろんですが、高齢者で認知症になった方の意思決定支援という

のは、本人の意思が確認できない場合は周りの人の意見を聞いていくことになる

のですよね。 
 
（事務局） 
  社会福祉協議会では法人後見も行っていますが、認知症の方の場合でも、本人の

判断能力に応じた説明の仕方をしています。例えば、言葉での説明が難しい場合

には、イラストを使っています。判断能力がほとんどない後見類型の方であって

も、きちんと説明をする機会を持つようにしています。特に法人後見は親族との

関係が薄い方がほとんどですので、親族の意見が確認できない中で、いかに本人

の意向確認をしていくかを大切にしています。 
 
（委員） 
  現在、市民後見人バンクに登録している方の被後見人は高齢者ですか。 
 
（事務局） 
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  被後見人は全員高齢者です。 
 
（委員） 
  市民後見人が障がい者を担当されることは少ないのですか。 
 
（委員） 
  市外の実績を見ても、そうとは限らないと思います。 
 
（事務局） 
  受任形態にもよると思います。伊勢原市の場合は単独受任であることと、市民後

見人バンクに登録する方の年齢も関係していると思います。バンク登録者の年齢

層が高いので、障がい案件だと、被後見人よりも後見人の年齢が高くなってしま

うという課題があります。他の市町村の社会福祉協議会では法人後見との複数後

見といった形をとっているところもありますので、そういったところは障がい者

のケースも受任しているかもしれません。 
 
（委員） 
  障がい案件は長くゆっくりと見ていただきたいと思いますので、若い市民後見人

を育てていただければ、障がい者の方も一緒にやっていけるのではないかという

感想を持ちました。 
 
（委員） 
  他にはございますか。 
 
（委員） 
  金融機関から薦められて相談に来たという実績がありましたが、金融機関と自治

体との連携を図っていく予定はあるのでしょうか。 
 
（事務局） 
  センターでは金融機関と意見交換等はしていませんが、講演会等のチラシの設置

を依頼していますので、市内の金融機関にセンターの存在は知っていただいてい

ると思います。 
 
（委員） 
  市民後見についてお尋ねします。伊勢原市は単独受任しているということですが、

現時点では、分からないことは聞いてこられたり、センターと連携が取れていた

りする市民後見人ばかりのようです。例えば今後市民後見人の人数が増えたとき、

中には情報をなかなか出してくれない方が出てくるかもしれません。単独後見で

上手く回っているうちに、何か将来のための仕組みを考えておいた方がいいと思

います。複数後見でやっている市町村はそういった方が出てこないように、ある
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意味では性悪説で考えて仕組みを作っています。伊勢原市の場合は性善説に則っ

ていますが、今後そのような方が出てこないとも限りません。あまり堅苦しくし

ても活動しにくくなってしまいますが、万が一の対策も考えておく必要があると

思います。 
 
（事務局） 
  ありがとうございます。 
 
（委員） 
  相談実績の中にはあまり出てこないようなのですが、親族後見人からの相談はあ

るのでしょうか。親族後見人への支援もセンターの機能の一つですが、何か活動

はしていますか。 
 
（事務局） 
  今までは親族後見人に特化した支援は何もして来ておらず、実際に親族後見人か

らの相談もありませんでした。後見人支援としては、市長申立てをして受任して

いただいた士業の方からの相談が寄せられるので、対応しています。また、今年

度の事業計画の説明の中でお話しさせていただこうと思っていたのですが、昨日、

今年度の普及啓発の講演会の一つとして、親族後見人と親族申立てを考えている

方に向けた講演会を開催しました。開催が昨日だったので、全てのアンケートの

集計はできていませんが、参加者約４０人のうち、親族後見人の方が２人でした。

中核機関設置に向けたニーズ把握として、アンケートでは「どのような点に苦慮

しているか」等の親族後見人向けの質問も含めています。親族後見人への支援に

ついては今後の検討課題と考えています。しかし、実際センターに親族後見人か

らの相談が寄せられるということは、今までの実績の中ではほとんどありません。 
 
（委員） 
  親族後見人のほうが細かいところに手が届きますし、意思決定支援をするにして

も親族がしっかりついていたほうが安心ですが、親族の監督機能についてはなか

なか家庭裁判所の手が回らないので、中核機関に少し担ってほしいというのが家

庭裁判所の期待しているところだと思います。 
 
（委員） 
  他になければ、次の議題に参ります。令和３年度成年後見・権利擁護推進センタ

ー事業計画について、事務局から説明をお願いします。 

 
（２）令和３年度成年後見・権利擁護推進センター事業計画について 

－資料４～７について、事務局から説明－ 
 
（委員） 



- 7 - 

  権利擁護サポート連絡会について、非常に有意義だったとのことでしたが、２回

では少ないのではないかと思います。事例の共有は多面的にできるので、聞くだ

けでもためになると思います。例えば横浜市は区によっても異なりますが、３か

月に１回くらい開催しています。茅ヶ崎市も２か月毎だったかと思います。広く

集めるのは大変だと思いますが、被後見人候補者に関わる方々が情報を共有する

機会はあったほうがいいと思います。今年度は２回の予定ですか。 
 
（事務局） 
  今年度は２回の予定です。年に３回開催していたこともあったのですが、限られ

た人数で運営していることもあり、市民後見人の養成講座や活動支援と同時進行

するのが難しい状況です。しかし仰るとおり、ネットワーク形成として実際に各

職種の方に集まっていただく機会がサポート連絡会しかないので、今後協議会と

して活かしていくという点では、確かに少ないかもしれません。 
 
（委員） 
  この推進委員会のように、事業計画に対して評価するような会議でしたら２回で

いいのですが、地域連携ネットワークの図を見ていくと、現場の声を共有できる

サポート連絡会は効果があると思います。それぞれの職種の視点から出た意見を

協議していく場は必要だと思います。センターも限られた人数での運営なので、

今後に期待しています。 
 
（事務局） 
  ありがとうございます。 
 
（委員） 
  市民後見人養成講座については、市民後見人になりたいかどうか、募集の際に意

向は確認するのでしょうか。 
 
（事務局） 
  申込書に参加する動機等を記入していただく欄があり、そこで今後の意向につい

伺っています。市民後見人として活動する意思のある方、受講してから決めたい

方、市民後見人にはならないが生涯学習的に学びたい方といった形でアンケート

をとっています。募集人数も限られていますので、万が一募集を超える応募があ

った場合には、市民後見人としての活動の意向がある方を優先するように考えて

います。 
 
（委員） 
  生涯学習的にも学んでいただいて、権利擁護意識の向上に繋がればと思います。

そのためにも、間口は広げていただきたいと思います。 
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（事務局） 
  基礎研修については、応募要件を狭めずに、多くの方に参加していただけるよう

にしています。 
 
（委員） 
  地域連携ネットワークと中核機関についてですが、伊勢原市は令和３年度から令

和４年度にかけて設置を目指しているということでよろしいですか。センターが

中心となるのでしょうか。 
 
（事務局） 
  センターと市が中心となります。 
 
（委員） 
  地域連携ネットワークには、地域包括支援センターも参加はしているのでしょう

か。 
 
（事務局） 
  市内には、５か所の地域包括支援センターがあるのですが、いずれも参加してい

ます。無理に出席を促すものではありませんが、障がい関係の事業所の出席が少

ないのが現状です。障がいの場合、知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者

担当というように事業所の特性が異なるようです。後見制度の対象となるような

知的障がい者・精神障がい者の相談を受けている事業所の出席率は比較的高いで

す。 
 
（委員） 
  資料１の５ページに書よると、サポート連絡会に弁護士が出席していないのです

が、ぜひ市内の弁護士の意見を聞いてほしいと思います。何か問題があったとき

に連絡ができるような仕組み作りをしていく手助けをする場でもあると思いま

す。 
 
（事務局） 
  現在、弁護士以外の士業には出席いただいている状況です。サポート連絡会は

元々センター設立前から開催しているのですが、立ち上げ当初は虐待防止のネッ

トワークの構築が目的で、その頃から弁護士には入っていただき、助言を得るこ

とができていたので、センター開設後は、他の士業に出席をしていただいたとい

う経緯があるようです。 
 
（委員） 
  弁護士は入っていたほうがいいですね。サポート連絡会について、回数を増やし
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ても議題がないといったことになる可能性もありますが、例えば事務局に限らず

構成員から議題を出してもらうのもいいと思います。障がい関係の出席率が低い

とのことでしたが、成年後見と言うと違う案件もあるかもしれませんが、障がい

者の権利擁護といった点では何か出てくるかもしれません。広く捉えて話し合っ

ていき、そこで士業の意見をもらったりすると、非常に有意義になると思います。

相談先になっている包括支援センターや相談事業所が権利擁護に敏感になるこ

とが大事です。この場に障がい福祉課はいませんが、もし委託相談があれば、仕

様書にサポート連絡会への出席を含めることもできます。市民と直接接する相談

機関の意識が高くなくては気づけないこともあります。無理のない範囲で頑張っ

てほしいと思います。 
 
（事務局） 
  ありがとうございます。 
 
（委員） 
  市民後見人について、２９才の方が登録されていますが、若い人にもっと登録し

てもらうには、養成講座を例えば土日にリモートで開催してはいかがでしょうか。

コロナ禍でリモートに慣れてきた方も多いので、考えられるのではないかと思い

ます。市民後見人になる意思のある方に限らず、親族に障がい者がいる方等の門

戸が開けるのではないかと思います。もし可能であれば検討していただきたいで

す。 
 
（事務局） 
  現在登録されている２９才の方も偶然時間があって養成講座に参加できたとの

ことだったので、若い方が養成講座に参加できること自体、珍しいケースだった

と感じています。リモート開催については、横浜市等が実施しているとは聞いて

いますが、機材の関係等もあり、現状では難しい状況です。 
 
（委員） 
  ぜひ、ご検討いただければと思います。 
 
（事務局） 
  ありがとうございます。 
 
（委員） 
  他になければ、次の議題に参ります。社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会伊勢

原市市民後見人バンク運営要領の一部を改正する要綱について、事務局から説明

をお願いします。 
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（３）社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会伊勢原市市民後見人バンク運営要領の一

部を改正する要綱について 
－資料８について、事務局から説明－ 

 
（委員） 
  用語の修正は問題ないと思います。変更したのは様式ですよね。 
 
（事務局） 
  旧様式では、家庭裁判所に提出する推薦書の「後見人候補者推薦までの経過につ

いて」の欄が、第１期市民後見人の研修内容に限定されていたため、期ごとにと

らわれないよう、別紙に具体的な内容を記載できるスペースを設けました。 
 
（委員） 
  他に質問がなければ、社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会伊勢原市市民後見人

バンク運営要領の一部を改正する要綱について承認してよろしいでしょうか。 

 
  －承認－ 
 
（委員） 
  それでは議題のその他について、事務局からお願いします。 
 
（４）その他 

－資料９、伊勢原市成年後見制度に基づく助成に関する要項の見直しについて報

告－ 
  －第４期伊勢原市地域福祉計画（改定版）について説明－ 
 
（委員） 
  ただ今報告のありました件につきまして、質問等ありますでしょうか。 
 
  －質問なし－ 
 

 
  ※最後に今後の予定について説明。 
   第２回推進委員会：令和４年１月予定 


