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日本税理士会連合会成年後見人等養成研修            令和 3 年 5 月１２日 
日本税理士会館                             

      
「支援者の業務～成年後見監督人と倫理～」 

 
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 

副理事長 司法書士 川口純一 
 
第１．成年後見監督人についての最近の動向等 
 １．成年後見監督人等の増減 
    成年後見監督人等の選任数(資料①P48②P38)  
     2005 年（平成 16 年） （282 件） 
     2012 年（平成 24 年） 2255 件 
     2015 年（平成 27 年） 4722 件 
     2017 年（平成 29 年） 2543 件 
      2020 年（令和２年）   1974 件 
 ２．成年後見監督人等の増加⇒減少の背景 
 （１）後見人等の不正事件・不適切事案の増加（資料①P49②P41） 
   ①親族後見人の場合 
    ア．後見人の事情 
     ・本人の財産と後見人（家族）の財産を区別意識がない 
     ・経済的困窮、借金（生活費・事業資金への流用等） 
     ・後見業務の知識不足・理解不足 
     ・後見人としての能力、適正が無い 
     ・本人の世話をしているから使っても良いとの意識 
    イ．家庭裁判所の事情 
     ・多忙による不十分な監督 
     ・選任時の調査不足 
     ・選任時の説明・指導不足 
   ②専門職後見人の場合 
    ア．後見人の事情 
     ・生活苦・事業資金の困窮・遊行費 
     ・事務員の監督不足      
    イ．家庭裁判所の事情 
     ・人員不足で監督処分していない 
     ・専門職への信頼 
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（２）親族後見人の不正事件への対応 
  ①家庭裁判所の監督の充実  
   ア．指定月制度・・・報告遅滞者への監督人、調査人の選任 
   イ．報告書の変化・・・簡易型の報告様式（収支状況報告書は不要）記入式に。 
  ②後見制度支援信託（資料②P39･40） 
   後見制度支援預金（資料①P50･51） 
  ③成年後見監督人等の選任（資料④レポート Vol.7） 

 （３）専門職後見人の不正事件への対応 
  ①家庭裁判所の監督強化（資料④レポート Vol.7） 
   ア．指定月制度・・・専門職でも年に 1 回の報酬付与 

イ．専門職でも報告遅滞者への監督人、調査人の選任 
  ②高額財産管理者への成年後見監督人等の選任（資料⑤） 
  ③後見制度支援信託（資料②P41） 
 ※ 不祥事により成年後見制度の信頼性が損なわれているとの批判が良く記事となる

が、この批判の一つは、数少ない成年後見制度利用者の一部が無理解・知識不足から
行われた不祥事への批判であって、最高裁の成年後見事件の概要等からみるとその
割合も新規案件比で 0.8％（事件数 294 件÷新規案件 35737 件）、継続案件比で 0.1％
（事件数 294 件÷継続案件 210290 件）である。 

もう一つは、あってはならない専門職後見人の不祥事（11 件）への批判であるが、
その割合は新規案件比で 0.04％（事件数 11 件÷司法書士・弁護士・社会福祉士の新
規案件数 22361 件）、継続案件比で 0.005％（事件数 11 件÷継続案件 210290 件）で
ある。（いずれも平成 29 年の数字） 

   実際成年後見制度を利用して初めて明るみに出た不祥事であり、言い換えれば明
るみに出てしまうことを恐れて制度利用をしない、させない関係者により搾取され
ている成年後見制度を利用すべき方々が、認知症高齢者の数 500 万人、障害者の方
300 万人ともいわれている中に相当数いることの方が人権擁護の点から問題がある
と思われるが、マスコミはその点には言及していない。 

 
３．成年後見監督人自身の不祥事の増加 
（１）監督業務の知識不足 
  ①後見監督回数不足 
    後見監督の方が後見より楽だ 
   ※ 事件の紹介 
     監督は裁判所が行うと思っていた。（資料⑥） 
     監督は年一回で良いと思っていた。    
  ②後見人に会わない 
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   原本確認しない 
    報告書、通帳のファックス、郵送で済ます。 
   ※ 事件の紹介 
  ③親族後見人との距離感が分からない 
    監督とは、支援・指導・監督を含むもの 
    高飛車な態度 
（２）後見業務の知識不足、経験不足・・・後見人等の経験の無い方は無理 
    親族後見人を適切に指導できない 
     知識不足から対応の遅れ 関係が崩れる  
     親族後見人等に引きずられる 
     親族後見人等に知識が無いことを見抜かれる 

   

※ 事件の紹介 

事例① 支部へ家庭裁判所から当該会員に対する情報提供があった。成年後見制度に

関する知識が乏しく、素養に欠けるため、当該会員が監督人に選任されている事

件 2 件につき辞任勧告をし、辞任してもらったというもの。具体的には、親族後見

人に対して報酬付与審判の申立をすることなく報酬の受領を認めていたり、後見

人による居住用不動産処分等の重要行為について監督人として全くかかわらない

など。支部で当該会員への聴き取りを行ったが、当該会員が真摯に対応しない。 

      

 事例②～後見監督人としての注意義務～ 

         司法書士甲は、本人Ａ、成年後見人Ｂ（Ａの長男）の成年後見監督人に就任した。 

         後見監督人就任後甲は、財産目録の作成に立ち会い、Ｂに対し監督人としての職 

        務内容を説明したが、監督人の同意を得なければならない事項（民法８６４条）につ 

        いて説明をしなかった。 

         その後Ｂは、甲に連絡することなく、Ａの有料老人ホーム入所に際し、Ａを代理して 

        入所契約をして、入所金 700 万円を支払った。 

１．監督人の職務 

         （１）後見人の事務を監督すること。（民８５１） 

①財産の調査、財産目録の作成に立ち会う(民 853②) 

②後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後

見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査すること。（民 863①） 

③後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる

行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督

人があるときは、その同意を得なければならない。（民８６４） 

（２）後見人が欠けた場合、遅滞なくその選任を家裁に請求する。（民 851②） 
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         （３）急迫な事情がある場合に、必要な処分を行う。（民 851③） 

         （４）後見人の利益相反行為について、本人を代表する。（民 851④） 

         （５）後見人の支援 

         （６）監督方法は、年 4 回現物確認。 

２．本件では、入所契約を締結し、700 万円を支払う行為は、民法 13 条 1 項 3 号

（重要な財産の得喪）に該当し、監督人の同意が必要。 

同意無くして行った行為は、無効。本人・成年後見人は取消ができる。 

※ ２０１３年３月１３日 読売新聞・・・（資料⑥） 

                   ２０１３年１１月版 「監督人に選任された方へ」・・・（資料⑪） 

 

事例③ 司法書士甲は、親族後見人Ａの成年後見監督人に就任していたところ、Ａの自   

宅建替え時の登記手続きについて、Ａは知人の司法書士に依頼しようとしたとこ

ろ、監督人が司法書士なので甲がすべきとして、登記委任を受け登記手続きを

行いＡから報酬を受領した。   

       Ⅰ．司法書士倫理第 39 条 

司法書士は、受任した事件に関し、相手方又は相手方代理人等から利益の供

与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくはその約束をしてはならない。 

Ⅱ．ＬＳ会員執務規則８条本法人の会員は、本法人の使命を自覚し、次に掲げる行為 

  を行ってはならない。 

（Ⅰ）高齢者・障害者及び関係者等（以下「高齢者等」という。）から、受任事件の報酬 

に相当する金銭以外に、金銭、物品、不動産その他の財産上の利益を収受し、 

あるいは自らのために他者名義をもって収受させること。 

        （Ⅱ）高齢者等に対し、自ら又は自らの親族、又は所属する組織に贈与、遺贈を勧誘 

し、あるいは要求すること。 

        （Ⅲ）前各号の他、高齢者等から執務の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為 

をすること。 

 
（３）成年後見監督人の倫理 

法律・規則とは・・・法律、命令（政令・省令）、条例、規則 

倫理とは・・・人として守り行うべき道。（大辞林）善悪・正邪の判断において普遍
的な規準となるもの。（大辞泉）人倫の道。実際道徳の規範となる原理。（広辞苑）
道徳。モラル。 

道徳とは・・・人々が、善悪をわきまえて正しい行為をなすために、守り従わねばな
らない規範の総体。外面的・物理的強制を伴う法律と異なり、自発的に正しい行為
へと促す内面的原理として働く。（大辞泉） 

     道徳は法律のように強制的なものではないが、人の行動を内面的に規制するも



5 
 

のである。 

     こんにちの用法では倫理という語と根本的な相違はない。倫とは仲間を意味し、
人倫といえば、畜生や禽獣のあり方との対比において、人間特有の共同生活の種々
のあり方を意味する。倫理とは、そういう人倫の原理を意味し、道徳もほぼ同様で
あるが、いずれかといえば原理そのものよりも、その体得に重点がある。すなわち、
道とは人倫を成立させる道理として、倫理とほぼ同義であり、それを体得している
状態が徳であるが、道徳といえば、倫理とほぼ同義的に用いられながらも、徳とい
う意味合いを強く含意する。（世界大百科事典第２版） 

     交通道徳、公衆道徳 

職業倫理とは ・・・「職業倫理」とは、ある職業に就いている個人や団体が自らの社
会的な役割や責任を果たすために、職業人としての行動を律する基準・規範のこと
です。具体的には「何を目標として、どのように働くべきか」といったことを中心
的な内容としますが、必ずしも明文化されているわけではありません。後述するよ
うに、法律家や医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士などについては、それぞれ
の職能団体が職業倫理を定め、明文化しています。 

職業倫理は「職業」と「倫理」という 2 つの言葉・概念が合わさったものです。
『広辞苑 第五版』（岩波書店）によれば、「職業」とは「日常従事する業務。生計
を立てるための仕事。生業。なりわい」ということです。「倫理」とは、「人倫のみ
ち。実際道徳の規範となる原理。道徳。」ということです。 

職業は仕事ということで、具体的なイメージがしやすいかと思います。例えば、
福祉や介護関係の施設や在宅サービスで考えれば、職種としては、生活相談員、介
護職員、看護職員、栄養士、調理員、ホームヘルパーといった方々の姿が浮かびま
す。そして、仕事の内容についても、高齢者や障害者の方々の介護や看護、ケア、
より具体的には、食事介助や排泄介助といった身体介護や、様々な生活支援を行っ
ていることがわかるでしょう。 

一方で、倫理については、具体的なイメージが難しいかと思います。簡単に言
えば、人間社会で生きていく中で守らなければならない決まりというように言え
ると思います。人は社会の中でしか生きることができませんから、そこには必ず
人間関係が存在しています。倫理から外れて好き勝手をしていたのでは良好な人
間関係を保つことができません。お互いに配慮し合いながら社会をつくっていく
必要があります。 

したがって、職業倫理といったときには、仕事を通じて社会的役割を果たしてい
くなかで、守るべき決まりということができます。職業活動を遂行する際に本来な
すべき義務の総体と定義することができます。職業倫理は、職業団体の構成員に課
される模範的な行動規範や、構成員が職務や職業に携わっている以上示さなけれ
ばならない道徳面での資質を明確にするものです。積極的に表現すれば、それぞれ
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の職業において「目指すべきことや、どのように働くべきか」ということです。更
に、専門家は高度の教育や訓練を受け（それに見合う高い収入を得て）、その仕事
の結果が多くの人に大きな影響を及ぼす立場にあるのだから、通常より高い倫理
的な責任が求められます。 

 
     

事例④～任意代理人が遺贈を受ける行為と遺言執行～ 
司法書士甲は、Ａと財産管理等委任契約・任意後見契約を締結した。甲はＡから

遺言書の作成の相談を受け、甲を受遺者及び遺言執行者として公正証書遺言をし
た。 

その後Ａが死亡し、甲は遺言執行者に就任したが、財産目録等は作成せず、遺言
内容に基づき甲に財産を遺贈した。 

     １．財産管理業務執行中に、本人と利益相反する行為をしてはならない。(司法 
      書士倫理 78②) 

後見業務をしていると、遺贈を申し出られることは多い。また、遺言執行
者への就任要請も多い。 

後見業務の性格上、報酬以外の財産上の利益収受、遺贈は禁じられてい
る。(リーガルサポート会員執務規則８①②) 

      利益誘導を疑われる行為は行うべきではない。 
２．遺言執行者の職務の熟知 

      財産目録の調製、相続人への交付。 
 

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート（以下「LS」）会員執務規則 
（禁止項目） 

     第８条 本法人の会員は、本法人の使命を自覚し、次に掲げる行為を行っては 
       ならない。 
     （1）高齢者・障害者及び関係者等（以下「高齢者等」という。）から、受任事 
       件の報酬に相当する金銭以外に、金銭、物品、不動産その他の財産上の利 
       益を収受し、あるいは自らのために他者名義をもって収受させること。 

（2）高齢者等に対し、自ら又は自らの親族、又は自ら所属する組織に贈与、遺
贈等を勧誘し、あるいは要求すること。 

（3）前各号のほか、高齢者等から執務の公正さに対する疑惑や不信を招くよう
な行為をすること。 

 
 

事例 ⑤ ～任意後見契約における委任者からの遺贈の申し出～ 
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司法書士甲は、A と任意後見契約を結んでおり、現在は見守り契約により毎月 1
回の面談を重ねている。A には夫も子供もなく、推定相続人となる親族もいな
い。A は子供のような年齢の甲をとても信頼し、近頃では、国に没収されるくらい
なら自分の多額の財産をすべて甲に遺贈したいと言っている。遺言書を作るという
A の申し出を受けるべきかどうか。 

 
１．社会福祉士のケース・・・資料㉕・㉘ 

「ＮＰＯ法人の成年後見業務を担当していた社会福祉士が３４７万円の遺贈を
受けた。」 

    社会福祉士の主張 
      ①本人の意思の尊重 
    社会福祉士会の主張 

日本社会福祉士会は「報酬以外の受け取りを禁じた倫理綱領を逸脱する行
為だ」として、同会では初の戒告処分にする方針。 

職業倫理よりも本人の意思を尊重したなどと綺麗に仰っていますが、「私
はプロではありません」と言っているようなもので恥ずかしい限りです。 

       
２．医者のケース・・・資料㉖ 

「都内の私立大学病院の医師が、元患者と任意後見契約を結び、同時に遺言
公正証書を作成していた。その後元患者が死亡し数億円の遺産全額を受遺し
た。」・・・資料⑲ 

  （１）医師の主張 
代理人弁護士は、「法律的にも倫理的にもなんら問題がない。」「受遺した

財産は大学の研究に寄贈する。」とした。 
  （２）親族の主張 

 「患者の医師への信頼を悪用した行為で、医師の倫理に違反する。」 
「日本医師会はその職業倫理指針において、医療行為に対する謝礼を患者

から受け取ることを禁じている。」 
  （３）医師の所属する大学 
      個人的問題なので関知しない。 
  （４）法務省 
      本人の意思なら法的に制限することは出来ない。 
  （５）専門家団体 

後見人として相談に乗っていると、高齢者にとって頼れる唯一の存在にな
り易い。今回のケースも医師への信頼が根底にあるのだろう。たとえ本人の
意思でも、後見人を業務として引き受けたことも併せて考えると、倫理上問
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題だ。立場の悪用を疑われかねない。任意後見制度の信頼を揺るがす。 
 
   ※ LS ではＬＳ会員執務規則 第８条の変更を議論したことがある。 
     LS に遺贈する遺言について受遺するかどうか 
 
３．本問の場合 

    ①「報酬以外の受け取りを禁じた倫理綱領違反」・・・戒告処分司法書士は、財 
    産管理事務の執行中、本人の財産又は本人に対する第三者の権利を譲り受ける。 
    本人と利益相反する行為をしてはならない（司法書士倫理綱領７８Ⅱ） 

②ＬＳ会員執務規則 第８条 
本法人の会員は、本法人の使命を自覚し、次に掲げる行為を行ってはならな

い。 
(Ⅰ)高齢者等から受任事件の報酬に相当する金銭以外に、金銭、物品、不動産そ

の他の財産上の利益を収受し、あるいは自らの為に他者名義をもって収受させ
ること。 

(Ⅱ)高齢者等に対し、自ら又は自らの親族、又は所属する組織に贈与、遺贈を勧
誘し、あるいは要求すること。 

 
４．甲の知らない間にＡが遺言書を作成して甲を受遺者及び遺言執行者にしている  
場合はどうするか。 

  ※ 成年被後見人の場合・・・民９６６条 
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑

属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、

適用しない。 
    ※ 任意後見人の場合？ 
 

（４）「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」・・・資料㉙ 
  ①基本計画における意思決定支援 

３ 成年後見制度の利用の促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策 
（１）利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善 

－制度開始時・開始後における身上保護の充実－ 
①高齢者と障害者の特性に応じた意思決定支援の在り方 

○ 後見人は、本人の自己決定権の尊重を図りつつ、身上に配慮した後見事
務を行うことが求められており、後見人が本人に代理して法律行為をする
場合にも、本人の意思決定支援の観点から、できる限り本人の意思を尊重
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し、法律行為の内容にそれを反映させることが求められる。 
後見人が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、今後

とも意思決定の支援の在り方についての指針の策定に向けた検討等が進めら
れるべきである。 

   
  ②意思決定支援と後見監督 
    ガイドラインでは次のように言っている。 
    「後見監督人は直接、意思決定支援に関与する者ではないが、意思決定支援を踏

まえた後見事務を監督する立場にあることからすれば、後見監督人においても意思
決定支援について理解をしておくことが望ましい。」 

    後見人を監督指導支援していく立場としては、当然意思決定支援を理解し、「意
思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」を熟知していなければならない。 

   
  ③ガイドラインの特徴 

  １．本ガイドラインにおける意思決定支援は、後見人等による「代行決定」とは明
確に区別される。すなわち、①意思決定支援が尽くされても本人による意思決定
や意思確認が困難な場合、又は②本人により表明された意思等が本人にとって見
過ごすことのできない重大な影響を生ずる可能性が高い場合のいずれかにおい
て、最後の手段として、後見人等が法定代理権に基づき本人に代わって行う決定
（代行決定）とは区別されるものである。 

  ２．本ガイドラインはチームによる意思決定支援を前提とするものである。 
  ３．意思決定支援及び代行決定のプロセスの原則 
   (1) 意思決定支援の基本原則 

第１ 全ての人は意思決定能力があることが推定される。 
第２ 本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなけ

れば、代行決定に移ってはならない。 
第３ 一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能

力がないと判断してはならない。 
(2) 代行決定への移行場面・代行決定の基本原則 

第４ 意思決定支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や意思確認が
困難な場合には、代行決定に移行するが、その場合であっても、後見人等
は、まずは、明確な根拠に基づき合理的に推定される本人の意思（推定意
思）に基づき行動することを基本とする。 

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②本人により表明された意思等
が本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合には、後
見人等は本人の信条・価値観・選好を最大限尊重した、本人にとっての最



10 
 

善の利益に基づく方針を採らなければならない。 
第６ 本人にとっての最善の利益に基づく代行決定は、法的保護の観点からこ

れ以上意思決定を先延ばしにできず、かつ、他に採ることのできる手段が
ない場合に限り、必要最小限度の範囲で行われなければならない。 

第７ 一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、第
１原則に戻り、意思決定能力の推定から始めなければならない。 

４．後見人等による意思決定支援は、原則として、本人にとって重大な影響を与え
るような法律行為及びそれに付随した事実行為の場面に限られる。 

   ５．支援チームの編成と支援環境の調整（本人を交えたミーティング） 
   ６．本人にとっての最善の利益に基づく代行決定 
 
第２．最近の成年後見監督人の職務についての考え方 
１．中核機関等による親族後見人への支援体制の整備が十分にされていない現状において、

親族後見人による不適切な事務の防止という観点に加え、親族後見人に対する支援という
観点から後見監督人に期待される役割に着目した場合における監督事務の内容を整理・・・
（資料㉔） 

（１）支援という観点から期待される役割に着目した監督事務の具体的な内容 
あくまでも後見監督人が行う事務として法律上求められている監督事務の範囲を

前提に、これに付随する事実行為としての相談対応、指導・助言等にとどまる。した
がって、後見監督人が行う支援は、中核機関が行うと想定される本人の権利擁護や福
祉的な観点からの支援とは本質的に異なるのであって、中核機関が行う支援を完全
に代替し得るようなものではない。自ずと守備範囲が重なる部分もあるが異なって
くる。 

（２）支援という観点を踏まえた監督人選任の必要性の検討 
親族後見人に対する支援の必要性を指摘する基本計画の趣旨をも踏まえると、こ

れまでは必ずしも後見監督人を選任していなかった事案であっても、後見監督人に
よる監督の必要性を検討するに当たり、監督事務を通じた支援という観点も踏まえ
て、監督人の選任の必要性について検討することが考えられる。 

（３）「基本計画を踏まえた専門職の選任と後見事務の在り方について」の検討 
・・・（資料㉔） 

① 現在の市町村の中核機関の取組状況等からすると、多くの自治体においては、後
見人支援機能の充実までには時間を要するように思われる。そこで，地域連携ネッ
トワークにおける親族後見人等の支援と見守りのような取組と並行して、中核機関
による後見人支援機能が充実するまでの間の現行制度における運用上の工夫とし
て，中核機関の機能の充実の度合いに応じて、中核機関による後見人支援事務と専
門職による後見人あるいは後見監督人としての親族後見人へのサポートが考えられ
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る。そのサポートについて重複することのないよう，家庭裁判所における専門職の
選任の在り方について検討を深める必要がある。 

  ② 後見開始直後は、財産目録の作成や課題への対応など，一般的に専門職による支
援を必要としているものと思われるので、原則的には，財産額の多寡にかかわら
ず、専門職を後見監督人等に選任し，財産目録作成へのサポートや課題解決に向け
ての道筋を助言するなど親族後見人を支援する。 

  ③ 後見開始後においても、親族後見人への支援の要否という観点から専門職  関与
の要否をレビューしていくこととし、課題が解決するなどして後見事務が安定し，
専門職による支援の継続を必要としない案件については、専門職の関与を要しない
こととする。 

  ④ 専門職の関与方法として、後見開始当初は後見監督人の選任が増えていくことに
なれば，必然的に、信託等の検討も監督人方式が主流となることも予想される。 

（４）成年後見制度利用促進専門家会議等において検討されている役割・・・資料㉚ 
基本計画：中核機関等が行う親族後見人への支援の重要性を指摘 
基本計画が想定する中核機関等による後見人支援が期待できない場合 

⇒支援の必要性が認められる事案では，過渡期における運用上の工夫として 
専門職の後見監督人を選任し，親族後見人を支援することが考えられる 

 
後見監督人に期待される主要な役割に応じて，大きく次の３つのパターンに分け

られる 
① 定期確認型  …後見人による不適切な事務や不正を防止することが主要な役割 
② 個別課題支援型…定期確認型の役割に加え，後見事務上の個別の課題について 

        重点的に指導・助言・相談対応を行う 
③ 総合支援型   …後見人が概ね問題なく一通りの事務を行うことができるよう 

 後見事務全般について総合的な支援を行うことが主要な役割 
（個別の課題がある場合はその指導・助言・相談対応も行う） 

※ 総合支援型の特徴 
・期間を限定して後見監督人が集中的に関与 
・後見人からの報告・相談を待って対応するのではなく，積極的・能動的に指 
 導・助言を行う 
・財産管理だけでなく身上保護・意思決定支援についても指導・助言を行う 
 
※ 基本計画 
３ 成年後見制度の利用の促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策 
（３）不正防止の徹底と利用しやすさとの調和 －安心して利用できる環境   

備－ 
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②親族後見人の成年後見制度への理解促進による不正行為の防止 
○ 本人の意思を尊重しつつ、後見人による不正防止等を含めた本人の

権利擁護をより確実なものとするため、支援機能を担う法律専門職団
体は、支援機能の一環として、後見人に対し、積極的に指導・助言を
行うものとする。 

 
（５）国、地方公共団体、関係団体等の役割 

④関係団体 
イ）法律関係者団体 
○ 今後も、複雑困難な後見等の事案や、財産管理が重視される事案、本

人と後見人との間に利害の対立が生じている事案等においては、法律
関係団体の関与が必要不可欠であり、以下のような役割が期待される。 
・ 親族後見人、市民後見人等の選任後において、知識不足や理解不足

から生じる不正事案発生等を未然に防止するため、支援機能の一環
として、後見人に対する指導や助言、必要に応じて成年後見監督人等
として関与 

 
２．後見監督人が行う事務のうち、全ての事案において行う事務を「基本的監督事務」、必

要に応じて行う事務を「付加的監督事務」と分類・・・資料㉚ 
 
３．法定後見及び任意後見のいずれの後見監督人も含まれる。ただし、家庭裁判所が任意後

見監督人を通じて任意後見人の事務を監督することにより後見事務の適正を図ることを
目的とするものであることから、任意後見監督人に対しては支援の観点からの役割は法
定後見の場合ほど強く期待されないと考えられる。 

 
第３．後見監督人が行う監督事務 

基本的監督事務・・・全ての事案において行う事務・・・（資料㉛） 

１．就任直後～初回報告まで 
（１）後見人への連絡 
    後見人に連絡し、財産目録作成前に預金を引き出さないようにすることなど、最低

限の注意事項について伝える。 
（２）事案の内容の把握 
    記録を閲覧・謄写したり、必要に応じて家庭裁判所の方針を確認するなどして、事

案の内容や後見事務上の課題、監督人が選任された理由等を把握し、今後重点的に行
うべき監督事務を予測する。 



13 
 

（３）後見人及び監督人の職務についての説明等（後見人との面談（初回）） 
① 後見人が審判確定後に最初にすべき後見事務を指示する（後見登記事項証明書の

取得、財産調査、財産の引継ぎと確保、金融機関・市町村役場・医療機関等の各関係
機関への後見の届出等）。 

② 本人と後見人との間に債権債務がある場合には財産調査に着手する前に申し出る
よう指示する（民法８５５条）。 

③ 本人の心身や生活の状況、後見人の認識している後見事務上の課題や課題への対
応方針について聴取し、今後行うことが予想される後見事務の内容等について確認
する。 

④ 後見人の職務と責任、監督人の職務、今後の監督人への報告の方法や頻度等につい
て説明する。 

⑤ 財産の具体的な管理方法、収支状況の記録の残し方（領収証の保管方法等）、身上
監護の具体的な方法、本人の意向・希望を尊重する必要性等について指導・助言を行
う。 

⑥ 監督人の同意を要する行為について説明する。 
⑦ 少しでも迷う事があれば監督人に事前に相談するよう伝える。 

特に、定型的・日常的な後見事務以外の事務を行う場合には、まず監督人に相談す
るよう伝える。 

（４）適切に監督事務を行うための情報収集 
① 本人との面談 

    本人の心身や生活の状況、本人が必要としている支援の内容、財産管理や居所・生
活環境等に関する本人の意向・希望、本人と後見人との関係等について聴取・確認す
る。 

② 本人の支援者との連携 
    本人の心身や生活の状況、必要としている支援の内容等について、本人の支援者

（在宅であればケアマネージャーや相談支援事業所等、施設・病院に入所・入院中
であれば施設職員や病院関係者等）から事情を聴取し、今後のケア会議や本人に関
する情報の共有等の連携を依頼する。 

（５）財産調査への立会い 
    必要に応じて、貸金庫の開扉等に立ち会うなどし、財産調査の状況を確認する。 
（６）財産目録作成への立会い 
    財産目録の作成や必要書類の取り寄せの方法等について指導・助言を行う。 

通帳等の資料と照合して財産目録が正確に作成されているかを確認し、必要に応
じて指導・助言を行う。 

（７）収支予定表の作成指導・助言・確認 
    収支予定表の作成方法について指導・助言を行う。 
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収支の算定根拠や収支見込みに対する監督人の意見を伝え、必要に応じて指導・助
言を行う。 

（８）監督事務上の課題の把握 
    後見事務及び監督事務上の課題を把握し、後見人と認識を共有する。 

例えば、後見事務上の課題としては、預貯金が多額であり、後見制度支援信託・預
貯金の利用を検討する必要があることや、本人が利用することができる福祉サービ
スの検討などが考えられる。 

また、監督事務上の課題としては、後見人の事務処理能力や後見事務についての理
解が不十分であることなどが考えられる。 

（９）監督事務の方針の策定 
    把握した後見事務上の課題に対する後見人の解決方針（本人の意向・希望を尊重す

る視点を含む。）を確認し、必要に応じて指導・助言を行う。 
例えば、預貯金が多額で財産管理が課題となる事案では、後見制度支援信託・預貯

金の利用を検討することや、後見人の後見事務についての理解が不十分な事案では、
初期の段階における指導・助言の回数・時間を増やし、分かりやすく説明する工夫を
行うことなどが考えられる。 

（10）初回報告書の作成指導・助言 
    家庭裁判所に対する初回報告の時期及び監督人に対する初回報告書の提出期限を

伝え、初回報告書の作成方法や記載すべき事項等について指導・助言を行う。 
（11）初回報告書の確認・提出 
    後見人から提出を受けた初回報告書の内容を確認し、不備があれば補正を指示し

たり、不審な点があれば後見人に報告を求めたりした上で、完成した報告書を家庭裁
判所に提出する。 

（12）監督事務報告書の作成・提出 
    監督事務報告書を作成して家庭裁判所に提出する。 
 
２．初回報告後～定期報告まで 
（１）課題の有無・内容の確認の指導・助言 
    初回報告後、適切なタイミングで面談等を行い、財産管理及び身上監護の事務につ

いて、初回報告までに判明していなかった課題の有無や、各課題の内容を改めて確認
するに当たってのポイント・着眼点、本人の意向・希望を尊重する必要性などについ
て指導・助言を行う。 

また、後見人が確認した課題の内容について、不十分な点などがあれば必要に応じ
て更に指導・助言を行う。 

（２）後見事務の方針策定の指導・助言 
    初回報告後に判明した課題の内容を確認し、後見人が解決に向けた方針を策定す
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るに当たってのポイント・着眼点、本人の意向・希望を尊重する必要性などについて
指導・助言を行う。 

また、後見人が策定した課題解決の方針について、不十分な点などがあれば必要に
応じて更に指導・助言を行う。 

（３）監督事務の方針の策定 
    後見人が策定した後見事務の方針を前提に、次の定期報告までの監督の具体的な

方法・内容について方針を策定する。 
（４）不適切な事務・不正を防止するための監督 
  ① 財産管理・・・年２～４回程度、適切なタイミングで定期的に面談等を行い 
   ア．通帳や預金証書等の原本を確認する。 
   イ．日常的な収入・支出が滞りなく行われているか（本人の意向・希望を尊重する視

点を含む。）を確認し、必要に応じて指導・助言を行う。 
   ウ．非日常的な支出の有無やその必要性・相当性（本人の意向・希望を尊重する視点

を含む。）について確認し、必要に応じて指導・助言を行う。 
  ② 身上監護・・・年２～４回程度、適切なタイミングで定期的に面談等を行い 
     身上監護について、本人の心身や生活の状況、施設や福祉サービス利用の状況等

（本人の意向・希望を尊重する視点を含む。）を確認し、必要な事務が行われてい
ない場合などに指導・助言を行う。 

（５）随時の相談対応 
後見人からの随時の相談について指導・助言を行ったり、内容によっては行政や相

談支援機関等の適切な相談相手につなぐなどの対応を行う。 
例えば、医療費の助成や支援サービス等について相談を受けた際には、適切な行政

の窓口を案内したり、利用できるサービスについて教示したりすることなどが考え
られる。 

（６）適切に監督事務を行うための情報収集（定期報告後も同様） 
  ① 本人との面談 
     必要に応じて、本人の心身や生活の状況、本人が必要としている支援の内容、財

産管理や居所・生活環境等に関する本人の意向・希望、本人と後見人との関係等に
ついて聴取・確認する。 

  ② 本人の支援者との連携 
     必要に応じて、本人の心身や生活の状況、必要としている支援の内容等について、

本人の支援者から事情を聴取する。 
（７）選任形態の見直し 

次に例示する場合などにおいて、後見人又は監督人の辞任・交代を検討するなど、
ニーズ・課題の状況に応じて後見人及び監督人の選任形態を見直す。 
① 中核機関その他の機関による支援があり、後見人のみで適切な後見事務が行え
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ると期待できる。 
② 中核機関による支援がなくても、後見人のみで適切な後見事務が行えると期待

できる（後見制度支援信託・預貯金の利用等により不正防止の必要性が低くなった
場合を含む。）。 

③ 親族後見人のみでは適切な後見事務が期待できない状況であり、専門職の関与
が必要であると考えられる。 

（８）定期報告書の作成指導・助言 
定期報告書作成に先立ち、把握した課題に対し、後見人が定期報告までの間にどう

対応し、状況がどのように変化したかを確認し、後見人と認識を共有する。 
家庭裁判所に対する定期報告の時期及び監督人に対する定期報告書の提出期限を

伝え、定期報告書の作成方法や記載すべき事項等について指導・助言を行う。 
（９）定期報告書等の確認・提出 
    後見人から提出を受けた定期報告書や財産目録等の内容を確認し、不備があれば

補正を指示するなどした上で、完成した報告書等を家庭裁判所に提出する。 
（10）監督事務報告書の作成・提出（次回以降の報告も同様） 
    監督事務報告書を作成して家庭裁判所に提出する。 
 
３．終了時 
（１）関係機関等への通知の指導・助言等 
    後見人に対し、事件終了の前提となる事実を速やかに家庭裁判所に報告し、後見終

了の登記申請や金融機関への連絡をするよう指導し、後見人が報告等を怠っている
場合は自ら行う。 

（２）管理計算への立会い 
    通帳等の資料と照合して管理計算が正確にされているかを確認し、必要に応じて

指導・助言を行う。 
（３）相続人への財産の引継ぎの確認 
    相続人への財産の引継ぎの確認相続人に財産を引き渡す場に立ち会うか、遅滞な

く後見人から引継ぎの報告を受け、相続人が署名押印した財産受領証を確認する（財
産の引継ぎが最終報告書提出後に行われる場合もある。）。 

（４）最終報告書の確認・提出 
    後見人から提出を受けた最終報告書の内容を確認し、不備があれば補正を指示す

るなどした上で、完成した報告書を家庭裁判所に提出する。 
（５）監督事務報告書（最終）の作成・提出 
    監督事務報告書（最終）を作成して家庭裁判所に提出する。 
 

 付加的監督事務 
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１．財産管理事務の監督 
（１）特定の課題についての対応の指導・助言 

例えば、後見制度支援信託・預貯金の利用を検討する際など、特定の課題への対応
について、指導・助言を行う。 

（２）営業又は民法１３条１項各号の行為についての同意（民法８６４条） 
    後見人が本人に代わって営業又は民法１３条１項各号の行為を行う場合に同意を

与える。 
（３）後見事務又は財産状況の調査（民法８６３条１項） 
    必要に応じて、後見人に対し報告を求めたり、又は直接金融機関及び関係者に問い

合わせたりするなどして、後見事務や本人の財産状況について調査を行う。 
（４）後見事務についての必要な処分の請求（民法８６３条２項） 
    必要に応じて、家庭裁判所に対し、後見人の事務について必要な処分（後見人の職

務の執行停止、職務代行者の選任等）を命ずるよう請求を行う。 
（５）後見人選任申立て（民法８４３条３号）・後見人解任申立ての手続（民法８４６条） 
    必要に応じて、後見人選任の申立てや、後見人解任の申立ての手続を行う。 
２．身上監護事務の監督 
（１）特定の課題についての対応の指導・助言 
    例えば、施設入所契約を検討する際など、特定の課題への対応について、指導・助

言を行う。 
（２）後見事務の調査（民法８６３条１項） 
    必要に応じて、後見人に対し報告を求めたり、関係者に問い合わせたりするなどし

て、後見事務について調査を行う。 
（３）後見事務についての必要な処分の請求（民法８６３条２項） 
    必要に応じて、家庭裁判所に対し、後見人の事務について必要な処分（後見人の職

務の執行停止、職務代行者の選任等）を命ずるよう請求を行う。 
（４）後見人選任申立て（民法８４３条３号）・後見人解任申立ての手続（民法８４６条） 
    必要に応じて、後見人選任の申立てや、後見人解任の申立ての手続を行う。 
３．報告事務の監督 
（１）臨時の後見事務報告書の確認（報告書の作成指導・助言を含む） 
    後見人が必要に応じて提出する臨時の後見事務報告書の内容を確認し、不備があ

れば補正を指示したり、不審な点があれば後見人に報告を求めたりした上で、完成し
た報告書を家庭裁判所に提出する。 

４．後見人がその職務を行うことができない場合の対応 
（１）後見人が欠けた場合の後見人選任請求（民法８５１条２号） 
    後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求する。 
（２）急迫の事情がある場合の必要な処分（民法８５１条３号） 
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    後見人が欠けた場合や一時不在などでその職務を行うことができない場合に、急
速な処理を要する後見事務について、後見人に代わって必要な処分を行う。 

（３）利益相反行為についての代理権行使（民法８５１条４号） 
    本人と後見人との利益が相反する行為について、本人を代表する。 
 
 
第４．法定後見監督人の実務 
 １．成年後見監督人の選任 
（１）成年後見監督人の選任審判は、成年後見監督人に選任される者に告知されることに       

よって効力を生ずる。（家事事件手続法 74 条、123 条）（資料⑧） 
   後見開始の審判と違い即時抗告できない審判なので、２週間の徒過による確定を待

つことはない。 
（２）家庭裁判所が必要があると認めるときに選任。 

 
 
 
 
 

 
 ※ 「必要があると認めるとき」とは 
    東京家庭裁判所 HP から 
 
 
 

A12 次のいずれかに該当する場合は、成年後見人等に後見人等候補者以外の方を
選任したり、成年後見監督人等を選任したりする可能性があります。 
(1) 親族間に意見の対立がある場合 
(2) 流動資産の額や種類が多い場合 
(3) 不動産の売買や生命保険金の受領など、申立ての動機となった課題が重大      

な法律行為である場合 
(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後  

見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合 
(5) 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり、その清算につ          

いて本人の利益を特に保護する必要がある場合 
(6) 従前、本人との関係が疎遠であった場合 
(7) 賃料収入など、年によっては大きな変動が予想される財産を保有するため、  

Q12 成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり，成年後見監
督人等が選任されたりするのはどのような場合ですか？ 

第 849 条（後見監督人の選任） 
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しく

は後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。 
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定期的な収入状況を確認する必要がある場合 
(8) 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合 
(9) 申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなど

から、今後の後見人等としての適正な事務遂行が難しいと思われる場合 
(10) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり、相談できる者を希望し

たりした場合 
(11) 後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用

（担保提供を含む。）し、または利用する予定がある場合 
(12) 後見人等候補者が、本人の財産の運用（投資）を目的として申し立てて

いる場合 
(13) 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行

えない、または行うことが難しい場合 
(14) 本人について、訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合 
(15) 本人の財産状況が不明確であり、専門職による調査を要する場合 

 
＊ 上記(1)から(15)までに該当しない場合でも、裁判所の判断により後見人候補者以

外の方を成年後見人等に選任したり、成年後見監督人等を選任する場合があります。 
 
 ２．成年後見監督人の注意義務（責任） 
 （１）善管注意義務 （民法 852 条、民法 644 条） 
 （２）義務違反による損害賠償責任と解任（民法 852 条、民法 846 条） 
 （３）本人意思尊重と身上配慮義務 
     民法 852 条は、同 858 条を準用していない。 
     本人意思尊重と身上配慮義務は、監督人が後見人を監督するときの指針となる。

そのため、本人の状況を確認するため本人と面談する必要がある。  
  

３．法定後見監督人の職務 
（１）後見事務の監督（民法 851 条） 
   後見監督人の職務は、次のとおりとする。 

① 後見人の事務を監督すること。 
 ア．後見人が行う本人の財産の調査及び財産目録の作成に立ち会うこと。（民法

853 条②） 
 イ．後見事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、後見の事務若しくは財産

の状況を調査すること。（民法 863 条） 
  ウ．後見人が本人を代理して営業若しくは民法第 13 条第１項各号に掲げる行為

をするときは、同意（不同意）をすること。（民法 864 条） 
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 エ．家庭裁判所に後見人の解任を請求すること。（民法 846 条） 
② 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 
③ 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 
④ 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後

見人を代表すること。 
 （２）成年後見監督人選任時の業務 
   ①選任直後の職務 
    ア．選任の効力は、審判書が選任される者への告知により生ずる。（家事手第 74 条、

123 条） 
イ．事件記録の閲覧・謄写（家事手第 47 条①③） 

民事訴訟においては原則閲覧・謄写できるが、家事事件は秘密性が要請さ
れるので原則家庭裁判所の許可が無いと閲覧・謄写できない。（ただし、同
②） 

閲覧等拒否に対しては即時抗告できる。（家事手第 47 条⑧） 
    ウ．成年後見人との打ち合わせ及び説明 
       サンプル提示（資料⑨⑩） 
       高圧的態度は禁物・・・信頼関係を築く        

②財産目録作成への立会い（民法 853 条②） 
 
 
 
 
 
 
 
    ア．財産目録の作成現場に立ち会うのか？ 

肝は原本確認 
 
 
 
 
 
 
イ．不動産・・・登記済権利証・登記識別情報 

登記事項証明書、固定資産納税通知書 
借地契約書等 

第 853 条（財産の調査及び目録の作成） 
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、

その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、
この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 

２ 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立
会いをもってしなければ、その効力を生じない。 

「実務では、まず成年後見人が一応の財産目録を作成してその財産関係資
料とともに後見監督人に提出し、後見監督人の点検を受けて最終的に完成
させる例が多い」（新井誠・赤沼康弘・大貫正男編「成年後見制度・法の
理論と実務」有斐閣 2007 年 102 頁）という柔軟な取扱いを肯定する見解
がある一方で、文字どおり後見監督人が財産目録の作成現場に立ち会うこ
とを要する旨の見解を示す家庭裁判所職員もいるといわれる。 



21 
 

    ウ．預貯金・・・通帳等の原本確認時に成年後見届けの確認 
就任時の残高証明書（通帳の無いものは再発行） 

    エ．貸金庫・・・開扉・確認を後見人等ともに行う。 
    オ．有価証券・・・取引照会と成年後見届けでの確認 
    カ．借り入れ・負債 

キ．収支状況・・・年間収支予定表の提出。 
年金・還付金・・・滞りがないか 

   ③後見人が本人に対して有する債権債務の申し出（民法 855 条） 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
   ④家庭裁判所への初回報告 
    ア．家庭裁判所からの「監督人に選任された方へ」の書面記載の期限までに（ほぼ

1 ヶ月）提出。 
・・・「監督人に選任された方へ」（東京家庭裁判所）の１（資料⑪⑫⑬） 

    イ．監督事務報告書、財産目録、収支予定表の提出  
 

（３）成年後見監督人の継続業務 
   ①調査・監督 
    ア．年２回～４回の調査 
      「監督人に選任された方へ」（東京家庭裁判所）の３（資料⑪⑫⑬⑭） 
    イ．金銭出納帳、預貯金通帳、有価証券等その他資産の内容確認 

・原本確認・・・預貯金は「通帳」、有価証券は「取引残高報告書」等、保険
は「証書と保険内容のお知らせ」 

     ・現金管理はどうなっているのか・・・金銭出納帳確認 
       高額現金管理はないか 
     ・本人の負担すべき支出か 
     ・前年同期間、前期・前月との差異 
     ・地代、家賃、施設費等の費用の支払い確認 
    ウ．処分財産の確認 

第 855 条（後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務） 
後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合におい

て、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見
監督人に申し出なければならない。 

２ 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出な
いときは、その債権を失う。 
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     ・定期預金解約 
     ・不動産処分 
     ・有価証券 
    エ．収入確認 
     ・年金額確認 
       現況届（企業年金） 
     ・不動産収入等の変化はないか       
    オ．本人の健康状況等の確認 
     ・後見業務日誌の確認 
     ・在宅状況の変化確認 
     ・ケア会議状況 
    カ．入所契約・医療契約の状況確認 
 
   ②家庭裁判所への報告（監督事務報告）＝報酬付与申立て 
    「監督人に選任された方へ」（東京家庭裁判所）の２（資料⑪⑫） 

ア．東京家庭裁判所では、専門職に対する監督処分はされていないので、指定月
に報酬付与申立てを行う際に「監督事務報告」を行うことが家庭裁判所への報
告となる。 

    イ．報酬付与申立書（資料⑮⑯⑰） 
      民法 852 条が準用する 862 条により、本人財産から相当な報酬を監督人に付

与することができる。・・・「成年後見人等の報酬額のめやす」（資料⑱）朝日新
聞「声欄」（資料⑲）東京三弁護士会合同研修 「成年後見実務の運用と諸問題」
P44（資料⑳） 

    ウ．報酬付与申立事情説明書・・・（資料㉑） 
    エ．監督事務報告書・・・（資料㉒） 
    オ．財産目録 
     ※ 収支状況報告書、通帳の写しの提出は不要（資料㉓） 
       収支状況を確認する必要が無いとの事ではない、監督人のところでは確認

し保管する必要がある。 
   ③後任後見人の選任請求 

ア．後見人が辞任する場合は、一義的には後見人が後任者の選任を家庭裁判所に
請求する義務を負うが、しない場合は監督人が請求する義務を負う。 

    イ．後見人が解任、死亡・欠格事由でかける場合となった時は監督人が請求の義
務を負う。 

   ④急迫な事情がある場合の必要な処分 
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   ⑤成年後見監督人の同意（民法 864 条・13 条①） 
    ア．同意なしで行った行為は一応有効であるが、成年被後見人または成年後見人

が取り消すことができる。（民法 865 条） 
  ⑥成年後見人と本人の利益相反行為についての監督人の代理権（民法 851 条④） 

 
 （４）就任中生じる問題 
   ①遺産分割協議 
    ア．被後見人及び後見人が相続人である場合 

利益相反の問題となり上記（３）⑥民法 851 条④により本人の代理人とし
て遺産分割協議に臨む。 

    イ．利益相反でない場合 
       民法 864 条・13 条①３号により遺産分割協議の同意が必要。        
   ②不動産の売却 
    ア．民法 864 条・13 条①6 号により売却につき同意が必要。 
    イ．同意を得ずに行った売却 

後見人及び被後見人が取り消しできる。監督人には取消権がない。（民法 865 
条）追認しない場合は、後見人に取り消しを促す。後見人が従わない場合は家 
庭裁判所に必要な処分を請求する。(民法 863 条②) 

   ③後見人に不正行為があった場合(民法 846 条) 
     家庭裁判所に報告し対応を相談する。不適切な行為に対しては指導するとともに、

流用の禁止・回復を指示し、後見人に辞任を促すか家裁に解任請求をする。(民
法 846 条) 

 
（５）成年後見監督の終了 

   ①後見終了後の監督 
    ア．後見の計算の立会い（民法 870 条、871 条） 
     ・ 公正かつ適正な管理の計算を確保し、成年被後見人の利益を保護すること

を目的とする。 
     ・ 違反の効果・・・後見の計算は無効 
     ・ 成年後見監督人の事後承認・・・有効となる。 
    ②後見終了の登記 
     
    ③報酬の付与審判申立て 
    
    ④家庭裁判所への報告 
     ア．報告義務はない。 
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成年後見人の報告義務（民法 863 条①）は成年後見監督人には準用されて
ない。 

イ．報酬付与の審判の申立ての添付書類として、終了報告書を提出。 
  ただし、家庭裁判所の運用は後見人が相続人でない場合の引継ぎ書の確認

を要求している。第３．の３．の（３）以下参照。 
 

４．監督人の辞任、解任 
 
第５．保佐監督人、補助監督人の職務内容と権限  

（１）保佐人（補助人）の事務全般を監督すること 
（２）保佐（補助）事務の報告や財産目録の提出を求め、事務の内容や財産の状況を調

査すること → 裁判所と同様いつでも調査できる。   
（３）裁判所に保佐人（補助人）の解任を請求すること   
（４）保佐（補助）終了時の管理の計算に立会うこと   
（５）保佐人（補助人）が欠けた場合に、裁判所に遅滞なくその選任を請求すること   
（６）急迫な事情がある場合に、必要な処分をすること  
（７）保佐人（補助人）またはその代表する者と本人との利益が相反する行為について、 

本人を代表すること   
 ※ 成年後見監督人と異なり、財産調査・財産目録作成時の立会い、重要な財産行為の

同意に関する権限はない。ただし、民法 864 条の準用はないが、不動産処分の代理
権の付与された保佐人、補助人が居住用不動産の売却するにあたっては、東京家庭裁
判所では、保佐監督人、補助監督人の同意した書面を求めている扱いである。（日本
加除出版「家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務」Ｐ８２） 

 
 


