
市民後見ひょうご支援期間推移グラフ 2019年10月4日  個人情報取扱注意 

： 後見( / ） 、 ： 保佐 ( / ) 、 ： 補助 ( / ) ： 任意 ( / ) 、 ： 見守 ( / ) 、 ： 準備・終了事務
現在 累計 現在 累計 現在 累計 受任 現在 累計 現在 累計

年月 2012年度(H24) 2013年度(H25) 2014年度(H26) 2015年度(H27) 2016年度(H28) 2017年度(H29) 2018年度(H30) 2019年度(R1)
（活動中）

12-001 東灘区 【見守】

12-002 須磨区 【後見】 （終了）

12-003 長田区 【後見】 （終了）

13-001 長田区 【保佐】 （終了）

13-002 長田区 【後見】 （終了）

13-003 長田区 【保佐】 （終了）

13-004 長田区 【任意受任】（終了）

13-005 北区 【後見】 （終了）

13-006 北区 【後見】 （終了）

14-001 長田区 【保佐】 （終了）

14-002 長田区 【補助】 （終了）

14-003 須磨区 【後見】

14-004 北区 【保佐】 （終了）

14-005 北区 【補助】 （終了）

14-006 須磨区 【見守】

14-007 長田区 （中止）

14-008 北区 【補助】 （終了）

14-009 加古川市 （中止）

14-010 加古川市 【補助】

15-001 長田区 （中止）

15-002 長田区 【補助】

15-003 中央区 【後見】 （終了）

15-004 須磨区 【保佐】 （終了）

15-005 加古川市 （中止）

15-006 姫路市 【保佐】 （終了）

16-001 三田市 【後見】

16-002 須磨区 【補助】 元見守り
【見守】

16-003 北区 【見守】 （終了）

16-004 北区 【後見】 複数

16-005 長田区 【保佐】 複数 （終了）

16-006 兵庫区 【後見】 複数

16-007 長田区 【保佐】 （終了）

16-008 中央区 （中止）

17-001 須磨区 【後見】

17-002 北区 【保佐】 監督付き

17-003 北区 （中止）

17-004 北区 【後見】 監督付き

17-005 長田区 （中止）

17-006 北区 （中止）

17-007 姫路⇒大阪【任意受任】

17-008 北区 【補助】 （終了） 神戸市成年後見制度利用支援事業の助成を受ける

17-009 北区 【後見】

17-010 長田区 【補助】

17-011 長田区 【補助】 （終了） 神戸市成年後見制度利用支援事業の助成を受ける

17-012 北区 【補助】 神戸市成年後見制度利用支援事業の助成を受ける

17-013 長田区 （中止）

18-001 長田区 【後見】

18-002 長田区 【保佐】

18-003 北区 （中止）

18-004 北区 （中止）

18-005 長田区 【見守】 （終了）

18-006 兵庫区 (補助） （中止）

18-007 中央区 【後見】

18-008 中央区 【補助】

18-009 灘区 【見守】 （終了）

18-010 長田区

18-011 長田区

18-012 須磨区 【見守】

19-001 加古川市 （保佐） （中止）

19-002 長田区 【後見申立中】

19-003 中央区 【補助申立中】

19-004 中央区 【後見申立中】
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