
前提条件

大津市

彦根市

長浜市 成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず他
に審判の請求をする者がいないとき

①市内に住所を有する認知症高齢者等、知的障
害者又は精神障害者で判断能力が十分でない状
態にある者

②その他市長が必要と認めた者

近江八幡市

草津市 配偶者及び2親等内の親族がいないもの又はこれに
類する状況にある者

①市内に住所を有する者 ②障害者自立支援法第19条第3項の規定に
よる住所地特例を受ける者

③本市において法令又は条例に基づく福
祉の措置を受けている者

③生活保護受給者 ④その他市長が必要と認め
る者

守山市 成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず身
寄りがない等の理由により他の審判の請求をする者
がいないとき

栗東市 成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず身
寄りがない等の理由により他の審判の請求をする者
がいないとき

①要支援者に配偶者及び２親等内の親族（以下
「親族等」という。）がいない場合

②要支援者に親族等がいる場合であっても
音信不通の状態である、又は当該親族等に
審判の請求の意思がない場合

③要支援者に親族等がいる場合であって
も、虐待その他の事由により要支援者の
保護を図る必要があると判断した場合

④生活保護受給者又は審
判の申立てを行う費用を
負担することにより同条
第２項に規定する要保護
者となる者

⑤その他市長が必要と認め
る者

⑥（前提条件に関わらず）障害者総合支援法第
１９条第３項又は介護保険法第１３条の規定に
よる住所地特例を受けた場合

⑦（前提条件に関わらず）老人福祉法第１
１条による措置を受けた場合

野洲市 判断能力が十分でない65歳以上の者（65歳未満の
者であって市長が特に必要と認めるものを含
む。）、知的障害者又は精神障害者

①２親等内の親族がいないこと。 ②2親等内の親族がいる場合であっても、
虐待その他の事由により対象者の保護を図
る必要があること。

③前2号に準ずる事由があること。

湖南市 市内に居住している要支援者 ①配偶者及び2親等内の親族がいない場合であ
り、かつ3親等又は4親等の親族で申立てに意思
がある者の存在が明らかでない場合

②親族等があっても音信不通の状態であ
り、又は当該親族等に審判の請求の意思が
ない場合

③その他、早急に市長による審判の請求
を行う必要性があると判断される場合

高島市 市内に住所を有する者であり、家庭裁判所の審判を
必要とする者

①配偶者及び2親等内の血族又は姻族がいないこ
と

　②①であっても、虐待その他の事由によ
り保護を図る必要があること

③前2号に準ずる事由があること

東近江市 ①配偶者及び2親等内の親族がいない場合であ
り、かつ3親等又は4親等の親族で申立てに意思
がある者の存在が明らかでない場合

②要支援者に親族等がいても、音信不通の
状況であり、又は当該親族等に申立ての意
思がない場合であり、かつ、他の親族等で
申立ての意思がある者の存在が明らかでな
い場合

③要支援者が虐待を受けるおそれがあ
り、又は虐待を受けている疑い及び事実
があり、要支援者等に親族等がいても、
早急に市長による申立てを行う必要があ
ると判断される場合

●首長申立ての対象者一覧
対象となる条件

甲賀市 市内に現に居住し、住民基本台帳法の規定に基づき
登録されている要支援者であり、かつ、次に掲げる
事由により市長が当該請求を行う必要があると認め
た者

別添１



前提条件

●首長申立ての対象者一覧
対象となる条件

別添１

米原市 次に掲げる事項を総合的に考察
①本人の事理を弁識する能力の程度、②本人の生活
状況および健康状態、③本人の財産管理状況、④本
人の配偶者および2親等内の血族または姻族の存否
ならびに成年後見等開始の審判請求を行う意思の有
無または見込み、⑤親族等があっても、虐待その他
の事由により保護を図る必要性の有無、⑥本人の福
祉の向上を図るために必要な施策

①市内に住所を有する者 ②本市において、生活保護法第19条第1項
に規定する保護の決定を受けている者

③本市において老人福祉法、身体障害者
福祉法または知的障害者福祉法に基づく
入所の措置を受けている者

④本市において、障害者
の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するため
の法律第19条第3項の規
定による居住地特例を受
けている者

⑤その他市長が必要と認め
る者

日野町 3親等または4親等であって、審判請求をする者の存
在が明らかな場合はこの限りではない。

①配偶者もしくは2親等内の親族がいない要支援
者またはこれらの親族があっても音信普通の状
況にある等の要支援者であり、次に掲げる事項
を総合的に判断し、本人の保護のために支援を
行うことが特に必要であると認めた者

①当該要支援者の事理を弁識する能力 ②当該要支援者の生活状況および健康状
況

③当該要支援者の親族の
存否、当該親族による本
人保護の可能性および当
該親族が審判の請求を行
う意思の有無

④当該要支援者に対する他
の施策の活用による効果

竜王町 配偶者もしくは4親等内の親族がない要支援者また
はこれらの親族があっても音信不通の状況等にある
要支援者であって、次に掲げる事項を総合的に勘案
し、本人の保護のために支援を行うことが特に必要
であると認めた者

①当該要支援者の事理を弁識する能力 ②当該要支援者の生活状況および健康状況 ③当該要支援者の親族の存否、当該親族
による本人保護の可能性および当該親族
が審判の請求を行う意思の有無

豊郷町 次に掲げる事項を総合的に考慮 ①本人の事理を弁識する能力の程度 ②本人の生活状況および健康状況 ③本人の配偶者および４親等内の親族の
存否および本人または親族等が成年後見
等開始審判申立てを行う意思の有無

④本人の福祉を図るため
に必要な事情

愛荘町 次に掲げる事項を総合的に判断 ①本人の事理を弁識する能力 ②本人の生活状況および健康状況 ③本人の親族の在否および当該親族が成
年後見等開始審判申し立てを行う意思の
有無

④本人の福祉を図るため
に必要な事情

甲良町 町内に居住すること（本町に住所を有しないが、町
長が施設入所の措置をした者を含む）

①配偶者及び4親等内の親族がいない者で、日常
生活を営むのに支障のある者

②親族等の支援を受けることが困難な者
で、日常生活を営むのに支障がある者

③前項の規定に関わらず、町長が本人の
福祉を図るために特に必要があると認め
た者

多賀町 町内に住所を有する65歳以上の者 ①重度の認知症等により判断能力が不十分であ
ること

②成年後見人等がいないと日常生活に支障
があること

③4親等内の親族がいないこと又は当該親
族による審判の申立ての見込みがないこ
と

④介護保険サービスを利用
し、又は利用しようとして
いること



助成対象者
（除外となる者）

助成内容 助成上限額

大津市

彦根市

長浜市 助成対象者は報酬助成対象者と同様。右記以外の
要件…市民税課税世帯の親族が後見等開始審判の
申立てを行う場合は、対象外

①本市に住所を有する者又は本
市の措置により市外の施設に入
所している者

②生活保護を受けている者又は、市民税非課税世
帯であって、次の基準を満たす者
●世帯の年収150万円以下。２人以上世帯の場合
は、150万円に、2人目以降の世帯員１人につき
50万円を加えた額以下。
●世帯の資産が100万円以下。２人以上世帯の場
合は、100万円に、２人目以降の世帯員1人につ
き50万円を加えた額以下。
●日常生活以外に活用できる資産がないこと。

後見開始審判の申立てにかかる
診断料、収入印紙代、登記印紙
代、郵便切手代、鑑定料等

84,500円

近江八幡市

草津市 ①補助金を受けなければ成年後
見制度の利用が困難な状況にあ
る者

②生活保護要保護者又は補助金の交付を受けなけ
れば要保護者となる者

③前2号に掲げる者のほか市長が必要と認める
者

①申立て費用（収入印紙、切手
代等）②鑑定費用（診断書の作
成等）

①20,000円
②100,000円

守山市 市長申立て ①補助金を受けなければ成年後
見制度の利用が困難な状況にあ
る者

②生活保護受給者又は補助金の交付を受けなけれ
ば要保護者となる者

③その他市長が必要と認める者 ①申立て費用（収入印紙、切手
代等）②鑑定費用（診断書の作
成等）

全額

栗東市 市長申立て 後見開始審判の申立てにかかる
収入印紙代、郵便切手代、診断
書文書料、鑑定費用

甲賀市 市内に現に居住し、住民基本台帳に登録されてい
る後見開始等の審判の申立てに係る要支援者又は
家庭裁判所により成年後見人等を付された者、対
象となる条件のいずれかに該当し、かつ、医療保
険各法の規定による被扶養者に該当せず、助成を
受けなければ成年後見制度を利用することが困難
である者

①生活保護受給者 ②世帯（別世帯で同居している者を含む。）が市
民税非課税世帯の者であって、基準を満たす者

③（前提条件に関わらず）障害者総合支援法第
１９条第３項又は介護保険法第１３条の規定に
よる住所地特例を受けた場合
④（前提条件に関わらず）老人福祉法第１１条
による措置を受けた場合

①申立て費用（収入印紙、切手
代等）②鑑定費用（診断書の作
成等）の全額

①20,000円
②100,000円

野洲市 市長申立て

湖南市 市長申立て

高島市 市長申立て ①生活保護法の扶養を受けてい
る者又はこれに準じる者

②審判請求費用の全部又は一部について助成を受
けなければ審判請求の申立てが困難な者

東近江市 市長申立て ①生活保護法の被保護者又は要
保護者

②活用できる資産及び貯蓄がなく、申立てに係る
費用を市が負担しなければ、成年後見制度の利用
が困難な状況にある場合

収入印紙代、郵便切手代、診断
書料および鑑定料

対象となる条件

●利用支援助成金一覧 別添２



助成対象者
（除外となる者）

助成内容 助成上限額対象となる条件

●利用支援助成金一覧 別添２

米原市 市内に住所を有する後見開始等の審判の申立てに
係る本人または家庭裁判所により後見人等を付さ
れた者で、医療保険各法の規定による被扶養者に
該当せず、この要綱による助成を受けなければ成
年後見制度を利用することが困難なもの

①生活保護法の規定による生活
保護を受けている者

②世帯（別世帯で同居しているものを含む。）が
市民税非課税世帯の者であり、別途定める基準を
満たす者

③資産及び収入等の状況から前号に準ずると認
められる者

収入印紙代、郵便切手代（申立
書に添付するものに限る。）、
診断書文書料および鑑定費用の
全額

日野町 ①現に生活保護法による被保護
者である者

②審判請求に要する費用を対象者が負担すること
で、生活保護法に定める要保護者となる者

③その他審判の請求に要する費用の助成を受け
なければ、成年後見制度の利用が困難な状況に
あると町長が認める者

竜王町 町長申立て ①現に生活保護法による被保護
者である者

②審判請求に要する費用を対象者が負担すること
で、生活保護法に定める要保護者となる者

③その他審判の請求に要する費用の助成を受け
なければ、成年後見制度の利用が困難な状況に
あると町長が認める者

豊郷町 町長申立て ①資産、預貯金等がなく、助成
を受けなければ法定後見の利用
が困難なもの

②生活保護受給者または、それに準ずる者 ③その他町長が必要である認める者

愛荘町 町長申立て ①生活保護を受けている者及び
これに準ずる者

②その他当該開始審判申立てに要する費用等を負
担することが困難であると町長が認める者

甲良町 町長申立て

多賀町 町長申立て



●報酬助成金一覧

在
宅

入
所

大津市 ①報酬を支払う
能力のある親族
その他の者に扶
養されていると
きは対象外

①資産がない ②生活保護受給 ③生保に準じ、市長が認める者 成年後見人等が親族
であるときは対象と
しない

収入額から介護保険サービス等福祉サー
ビスの利用料、社会保険料、生活費その
他市長が認める経費の額を差し引いた額
が報酬額を下回る場合における当該報酬
額から基準額を差し引いた額

28 18 報酬付与審判
日の翌日から
起算して60日
以内

彦根市 ①市内に住所を
有しない者は対
象外

②負担能力のあ
る親族等に扶養
されているとき
は対象外

①資産、預貯金等がな
く、助成がなければ法
定後見の利用が困難な
者

②生活保護受給者 ③市長が生保に準じ必要があると
認める者

成年後見人等が親族
であるときは対象と
しない

介護保険サービス等の利用料、社会保険
料、生活費その他市長が認める経費およ
び成年後見等の報酬の合計が、対象者の
収入等を超過した場合に、当該超過した
費用の額。上限額は報酬付与額の範囲
内。

28 18

長浜市 ①本市に住所を有する
者又は本市の措置によ
り市外の施設に入所し
ている者

②生活保護を受けている者又
は、市民税非課税世帯であっ
て、次の基準を満たす者
●世帯の年収150万円以下。
２人以上世帯の場合は、150
万円に、2人目以降の世帯員１
人につき50万円を加えた額以
下。
●世帯の資産が100万円以
下。２人以上世帯の場合は、
100万円に、２人目以降の世
帯員1人につき50万円を加え
た額以下。
●日常生活以外に活用できる資
産がないこと。

市民課税世帯の親族
が後見人等に就任す
る場合は対象としな
い

28 18 報酬付与審判
日の翌日から
起算して60日
以内（やむを
得ないと市長
が認める場合
はこの限りで
はない）

近江八幡市 ①市長申立て ②地域福祉権利
擁護事業利用者
であり、任意監
督の選任がされ
た者

国民年金法27条1項本
文の額に満たず、か
つ、次の各号のいずれ
かに該当する者

①資産、預貯金等がなく、法定
後見人の報酬の全部又は一部の
助成を受けなければ法定（任
意）後見の利用が困難な者

②1年間の収入のおおむね半額を
超える債務があり、法定後見人の
報酬の全部又は一部の助成を受け
なければ法定（任意）後見の利用
が困難な者

③生
活保
護受
給者

④市長が
前3号に
準じ必要
があると
認められ
る者。

対象者の配偶者、4
親等内の親族又は同
居の親族が成年後見
人等に就任する場合
は対象としない

介護保険サービス等の利用料、社会保険
料、生活費その他市長が認める経費およ
び成年後見等の報酬の合計が、対象者の
収入等を超過した場合に、当該超過した
費用の額。上限額は報酬付与額の範囲
内。

15 10

草津市 障害者等の成年
後見人等が当該
障害者等の配偶
者又は4親等内
の親族である場
合

①補助金を受けなけれ
ば成年後見制度の利用
が困難な状況にある者

②生活保護要保護者又は補助金
の交付を受けなければ要保護者
となる者

③前2号に掲げる者のほか市長が
必要と認める者

28 18 報酬付与審判
の翌日から起
算して60日以
内

申請提出期
限

月額上限（千円）

成年後見人等の
要件

助成金の額

報酬助成対象の前提（除外）要件

助成対象者

助成要件

別添３



●報酬助成金一覧

在
宅

入
所

申請提出期
限

月額上限（千円）

成年後見人等の
要件

助成金の額

報酬助成対象の前提（除外）要件

助成対象者

助成要件

別添３

守山市 民法第725条に
規定する親族が
成年後見人等に
選任された場合
は、助成の対象
としない。

①補助金を受けなけれ
ば成年後見制度の利用
が困難な状況にある者

②生活保護受給者又は補助金の
交付を受けなければ要保護者と
なる者

③その他市長が必要と認める者 民法第725条に規定
する親族が成年後見
人等に選任された場
合は、助成の対象と
しない。

収入額から介護保険サービス等福祉サー
ビスの利用料、社会保険料、生活費その
他市長が認める経費の額を差し引いた額
が報酬額を下回る場合における当該報酬
額から基準額を差し引いた額

28 18 報酬付与審判
の翌日から起
算して6０日以
内

栗東市 ①生活保護受給者 ②資産、預貯金等がなく、成年
後見人等に対する報酬の助成を
受けなければ成年後見制度の利
用が困難な者

③その他市長が必要と認める者 民法第725条に規定
する親族が成年後見
人等に選任された場
合は、助成の対象と
しない。

28 18

甲賀市 ※「利用支援助
成金」の助成対
象者と同様

３親等以内の親族が
成年後見人等に選任
された場合は、助成
の対象としない。

28 18

野洲市 報酬を支払う能
力のある親族そ
の他の者に扶養
されている場合
は助成の対象と
しない

①生活保護受給者 ②資産、預貯金等がなく、成年
後見人等の報酬の全部又は一部
について助成を受けなければ法
定後見等の利用が困難な者

③市長が前2号に準ずると認める
者

親族のうち、配偶
者、3親等内の血族
又は姻族が、対象者
の成年後見人等に就
任する場合は、助成
の対象としない。

28 18

湖南市 ①被保護者又は要保護
者

②資産及び貯蓄がない者 ③その他助成を受けなければ成年
後見制度の利用が困難であると市
長が認める者

28 18

高島市 生活保護被扶養
者または①以下
すべてを満たす
者であり、報酬
助成を受けなけ
れば後見等の利
用が困難な者

①市内に住所を有する
市町村民税非課税の者

②年間収入が150万円以下の
者

③預貯金及び有価証券の合計額が
100万円以下の者

前項の規定にかかわ
らず配偶者または2
親等内の血族もしく
は姻族が助成対象者
の成年後見人等に就
任する場合は対象と
しない。

20 20



●報酬助成金一覧

在
宅

入
所

申請提出期
限

月額上限（千円）

成年後見人等の
要件

助成金の額

報酬助成対象の前提（除外）要件

助成対象者

助成要件

別添３

東近江市 ①被保護者又は要保護
者

②活用できる資産および貯蓄が
なく、成年後見人等に対する報
酬の助成を受けなければ成年後
見制度の利用が困難な状況にあ
る者

福祉サービスの利用料、社会保険料、生
活費その他市長が必要と認める経費と報
酬額を合計した額を控除し、不足となっ
た額とする。

20 20

米原市 市内に住所を有
する後見開始等
の審判の申立て
に係る本人また
は家庭裁判所に
より後見人等を
付された者（被
後見人等）

医療保険各法の
規定による被扶
養者に該当せ
ず、この要綱に
よる助成を受け
なければ成年後
見制度を利用す
ることが困難な
者

①生活保護法の規定に
よる生活保護を受けて
いる者

②世帯（別世帯で同居している
ものを含む）が市民税非課税世
帯の者であって、別途定める基
準を満たす者

③資産および収入等の状況から前
号に準ずると認められる者

3親等内の親族が後
見人等に選任された
場合を除く。（ただ
し、市長がやむを得
ない事情があると認
めた場合は、この限
りではない。）

家事事件手続法別表第1第13項、第31
項および第50項に規定する報酬付与の
審判により家庭裁判所が決定した報酬額
とし、月額上限は被後見人等の生活の場
（在宅または施設等入所）によって右記
のとおりとする。

28 18

日野町 ①生活保護受給者 ②要する費用を対象者が負担す
ることにより生活保護受給者と
なる者

③その他助成を受けなければ成年
後見制度の利用が困難であると町
長が認める者

竜王町 町長申立てを行
う者

①生活保護受給者 ②要する費用を対象者が負担す
ることにより生活保護受給者と
なる者

③その他助成を受けなければ成年
後見制度の利用が困難であると町
長が認める者

28 18

豊郷町 町長申立てを行
う者のうち各号
に該当するもの

民法第725条に
規定する親族
（以下「親族」
という。）が、
対象者の成年後
見人等に就任す
る場合は、助成
の対象としな
い。

①資産、預貯金等がな
く、助成を受けなけれ
ば法定後見の利用が困
難なもの

②生活保護受給者または、それ
に準ずる者

③その他町長が必要である認める
者

親族が対象者の成年
後見人等に就任する
場合は対象としな
い。

介護保険サービス等福祉サービスの利用
料、社会保険料、生活費、その他町長が
必要と認める経費と成年後見人等の報酬
の合計が、対象者の収入の合計を超過し
た場合に当該超過額とする。

28 18

愛荘町 町長申立てを行
う者

①生活保護を受けてい
る者及びこれに準ずる
者

②その他当該開始審判申立てに
要する費用等を負担することが
困難であると町長が認める者

28 18



●報酬助成金一覧

在
宅

入
所

申請提出期
限

月額上限（千円）

成年後見人等の
要件

助成金の額

報酬助成対象の前提（除外）要件

助成対象者

助成要件

別添３

甲良町 町長申立てを行
う者

①助成を受けなければ
法定後見人等への報酬
費用の負担が困難であ
ると認められる場合

家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲
内とする。

28 18

多賀町 家庭裁判所によ
り成年後見人等
が選任された者
であって、負担
能力のある親族
に扶養されてい
ない者

①報酬の全部または一
部を負担することが困
難な者

②生活保護受給者 ③町長が認める者 民法第725条に規定
する親族が、成年後
見人等に就任する場
合は助成しない。

家庭裁判所が決定する報酬付与額の範囲
内とする。

28 18


