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O 成年後見制度利用支援事業調べ

｜市町村名等 InJ··•三：u：：.：岡崎市弓：•H+n:u.1

【成年後見制度利用支援事業】

担当者
所属長寿謀・障がい福祉課四健康増進課
氏名 佐藤善子・丹内明・難波勇貫

連絡先（電話）

（内線）

1.関係要綱等の整備状況

要綱等の制定状況

要綱等制定（予定）年月日

要綱等の対象者

制定済み；
平成j5無4月j日1三
障害者等事告む芯 ／

2.市町村長による後見等の開始審判の請求（市町村申立て）

(1)『老人福祉法」に基づく市町村申立て

27年度 I 21年度 ｜後見人等の職種（弁護士、司法書士、
申立件数｜選任件数｜ 親族等）及び件数

後見｜（出~－ ::::::1惨事削減季語挙制住吉：担
保佐

補助

申立てにかかった費用（うち地域支援事業交付金対象分）

報酬にかかった費用（うち地域支援事業交付金対象分）

申立件数と選任件数が
遣う場合の理由

前年度申立i件が害事足れたため

(2）「知的障害者福祉法」並びに「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律J

観
一
純
一
棚

申立件数と選任件数が
違う場合の理由

審判待ちぬため；



平成27年度 歳出 予 算 整 理 簿 平成28年 8月四日作成

所属 : 010060060000 福祉部長寿課

目 : 02 老人福祉費

業務： 131 高齢者成年後見制度利用支援業務

細々 節：

1頁

も，

会計： 01 一般会計

款 : 03 民生費
政策： 251 福祉サービスの充実

鮪＿：＿ 19 負担金補助及び交付金

予算区分： 0 現年度予算
項 : 02 老人福祉費

事業： 220 高齢者安心確保事業

細節 : 55 成年後見制度申立負担金

日付
伝票区分

イ牛 名 相 手先 予算額 予算現額
伝票番号

負担行為額 予算配当残額 支出命令額 状 態

27.04.01 
当初予算

4002359-000 
460,000 460,000 460,000 

27. 08. 26 
負担行為 成年後見制度申立負担金・聞手島洋一

4067396-000 .申立費用） 3,400 456,600 月次済

27.09.07 
支出命令 尚昆制度串立負担金． 手島洋二

4067396-001 ．．申立費用｝
456,600 3,400 月次済

27.09.28 
精算命令 成年後見制帥立負担傘． 手島洋二

4067396-002 .申立費用）
456,600 月次済

27.10.08 
負担行為 的見制度申立負担金扇 手島洋二

4084867-000 ．申立糊）
3,400 453,200 月次済

27.10. 22 
支出命令 成年後見制度申立負担金 手島洋二

4084867-001 .申立費用）
453,200 3,400 月次済

27.10. 29 
負担行為 成年後見制度申立負担金． 手島洋ニ

4092945-000 瞬 間 用 ）
3,400 449,800 月次務

27.10.29 
精算命令 成年後見制度申立負担金（． 手島洋二

4084867-002 ． 申立棚）
449,800 月次済

27. lL 12 
支出命令 成．年後．見制申度申立負担金 手島洋二

4092945-001 立費用） 449,800 3,400 月次済

27.11.17 
負担行為 成a年後回見制度申立負ffl金・一・E手島洋ニ

4100380-000 申立費用） 3,400 446,400 月次済

27. 11. 18 
精算命令 成年後見制度申立負担金儒手島洋二

4092945-002 ．．申立費用）
446,400 月次済

27.11. 26 
支出命令 首晶一担金司手島
4100380-001 申立費用） 446,400 3,400 月次済

精算命令 後見制度問担司手口 ニ
I 

27.11. 30 
..申立脚）

？， 、． 446,400 月次済
4100380-002 

28. 01. 29 
負担行為 世間担金叫山崎製パン株鵡社

， 
、

4126834-000 申立費用） フジストア岡崎市役所 3,400 443,000 月次済



平成27年度 歳 出 予 算 整 理 簿 平成28年8月10日作成

所属 : 010060060000 福祉部長寿課

目 :-02 老人福祉費．

業務： 131 高齢者成年後見制度利用支援業務

2頁

会計： 01 一般会計

款 : 03 民生費

政策： 251 福祉サーピスの充実

節 : 19 負担金補助及び交付金

予算区分： 0 現年度予算

項 : 02 老人福祉費

事業： 220 高齢者安心確保事業

細塑： 55 豊年墾旦倒産車立負担金 細々 塑：

日付
伝票区分

件 名 相手先 予算額 予算現額 負担行為額 予算毘当残額 支出命令額 状 態伝票番号

・2s. 02. 25 支出命令 成年後見制度申立負担金． 山崎製パン株式会社

4126834-001 ．．申立朗｝ フジストア岡崎市役所 443,000 3,400 月次済

， 

． 

‘ 

合計 460,000 460,000 17,000 443,000 17,000 



平成27年度 歳 出 予 算 整 理 簿 平成28年 aJH2日作成

所属 : 010060060000 福祉部長寿課

目 : 02 老人福祉費

業務： 131 高齢者成年後見制度利用支援業務

細々 節・

1頁

会計： 01 一般会計
款 : ,03 .民生費

政策： 251 福祉サービスの充実

節 : 2Q 些旦費

予算区分： 0 現年度予算
項 : 02 老人福祉費 ω

事業： 220 高齢者安心確保事業

回付
伝票区分

件 名 相手 先 予算額 予算現額 負担行為額 予算配当残額 支出命令額 状 態伝票番号

27. 04. 01 
当初予算

1,440,000 1,440,000 1,440,000 
4002360-000 

園町27.07.02 
負担行為 成 抑 制 度 利 用 助 成 費 電

48,482 1,391,518 月次済、E

4046478-000 分｝

27. 07.16 
支出命令 間見制脚l周助成費． 

1,391,518 48,482 月次済
4046478-001 ． 量分）
負担行為 間見制酬周助鵡．．．

、

月次済27. 09. 01 150,000 1,241,518 
4068643-000 竃圏直剣

27,09.17 
支出命令

1,241,518 150,000 月次済
4068643-001 

負担行為 成年後見制度利用助成費
10,183 1,231,335 月次済28. Q3. 01 

4136867-000 ．．分｝
支出命令 成年後見制度利用助成費

1,231,335 10,183 月次済28. 03.10 
4136867-002 田.分）

． 

ー．

合計 1,440,000 1,440,000 208,665 1,231,335 208,665 

締盟三室L盛年笹見制度制毘量些費



成年後見制度利用支援平成27年度統計【障がい福祉課】

H27.7.31 

＼、



成年後見制度市長申立平成27年度統計【障がい福祉課】

27 知的

27 知的

27 知的

,~.• .ー．ー．．、...
ア零

H27.7.30 I後見

H28.1.28 I後見

H28.3.25 I H28.4.19 I後見｜ 弁護士

を．帯

， 
ノ

診断書料は26年度予算
叩00円14州

3,400円12,942円I10,800円 返還金：6,260円．

3,400円12,942円 返還金：6,260円




