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調査対象：全国の市区町村（1,741自治体）及び47都道府県 調査時点：令和２年10月1日（一部の調査項目は令和元年度実績等）

１. 中核機関等の整備状況

（１）中核機関・権利擁護センター等の整備状況

（２）中核機関の整備（予定）時期

４．制度の利用促進の取組 ア 厚生労働省
（３）自治体における取組状況（速報値）

41

（３）設置済みの中核機関の状況 （264自治体）

【委託先の内訳】

※1自治体で複数の機関に委託して

いる自治体や、複数の自治体が1

機関に委託等している場合あり。
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成年後見制度に関する広報啓発の取組み

○成年後見制度の国民への周知等

＜現状と課題＞

・現状
（法務省）

成年後見制度に関する法務省のパンフレットやウェブサイトを改訂し，保佐・補助及び
任意後見制度の利用事例についても，制度利用によるメリットを感じられる内容とした上，
任意後見制度に関する説明を充実させるなどして，成年後見制度の概要等を広く国民に
周知している。

※ 家庭裁判所においても，「成年後見制度」に関するパンフレットやリーフレットを作成し，同制度
を利用しようとする方に向けて，制度の概要や手続の流れ等について案内している。

・課題
未だ，知的障害・精神障害・認知症等の利用対象者の数に比べ，成年後見制度の利用

者数が少なく，保佐・補助及び任意後見の利用も低調であることから，引き続き，成年後
見制度の周知を図る必要がある。

４．制度の利用促進の取組 イ 法務省 ①制度の普及啓発
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後見等監督処分事件・後見人等の報酬付与事件の新受件数の推移（平成２７年～令和２年）

○ 家庭裁判所は，成年後見人等による不正行為の有無等の調査を行うため，①後見等の事務の状況を審査する
後見等監督処分事件と，②後見人等に報酬を付与する報酬等付与事件を処理している。

○ 報酬付与の際には，後見等事務の状況を審査することになるため，この機会が不正防止の役割も果たしている。
○ 令和２年については，後見等監督処分事件が前年比約１．４％の増加，後見人等の報酬付与事件が前年比約

５．６％の増加となっている。

（注） 任意後見監督処分事件及び任意後見監督人報酬付与事件は含まれていない。 ※ 令和２年の数値は，速報値である。

②不正行為の防止

47

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
平成31年

/令和元年
令和２年

後見人等の報酬付与 101,088 123,599 137,722 146,984 157,018 165,818

後見等監督処分 109,253 141,222 153,253 162,085 166,927 169,323

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

335,141

210,341

264,821

290,975
309,069

323,945

（単位：件）

6



後見監督人について

〇後見監督人について

 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（民法８４９条）。保佐人，補助人についても同様。

以下のような場合に，後見監督人が選任されることがある。
・ 管理する財産が多額，複雑など専門職の知見が必要なとき
・ 成年後見人と成年被後見人の利益相反が想定されているとき（遺産分割等）
・ その他，親族後見人に専門職のサポートが必要と考えられるとき

 平成２７年から令和２年までの各年に，成年後見監督人，保佐監督人及び補助監督人が選任された件数
は以下のとおりである。

〇後見監督人の報酬について

「成年後見人等の報酬額のめやす」（平成２５年１月１日付け東京家庭裁判所，東京家庭裁判所立川支部）より抜粋

 基本報酬
成年後見人が管理する財産額が５，０００万円以下の場合には月額１万円～２万円，管理する財産額が
５，０００万円を超える場合には月額２万５，０００円～３万円。

 付加報酬
後見監督人として特別な事務を行った場合には，相当額の報酬を付加することがある。

報酬額は裁判官が事案ごとにふさわしい額を決めているが，後見制度の利用者に向けた参考資料として
東京家庭裁判所は「成年後見人等の報酬額のめやす」を公表している。

※ 令和２年の数値は，速報値である。

48

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
平成31年

/令和元年
令和2年

4,721件 3,466件 2,543件 2,060件 2,033件 1,974件
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成年後見人等による不正報告件数・被害額（平成２６年～令和２年）

○ 成年後見人等による不正報告件数は，平成２６年まで増加傾向にあったが，平成２７年以降，不正報告件数
及び被害額はいずれも減少している。
（注）各年の１月から１２月までの間に，家庭裁判所が不正事例に対する一連の対応を終えたとして報告され

た数値であり，不正行為そのものが当該年に行われたものではない。

（注） 「成年後見人等」とは，成年後見人，保佐人，補助人，任意後見人，未成年後見人及び各監督人をいう。

※ 括弧内の数値は，専門職の内数である。
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後見制度支援預貯金

 被後見人の金銭を大口預貯金口座と小口預貯金
口座において管理。

 日常生活に用いる資金は、大口預貯金口座から
小口預貯金口座へ定期送金。

 以下の取引では、家庭裁判所の指示書が必要。
・支援預貯金契約時（口座開設時）
・定期送金額の設定時
・大口預貯金口座からの出金時 等

後見制度支援信託

 被後見人の金銭を信託銀行等の信託財産にお
いて管理。

 日常生活に用いる資金は、信託財産から被後
見人の銀行口座に定期交付。

 以下の取引では、家庭裁判所の指示書が必
要。

・支援信託契約時
・定期交付額の設定時
・信託財産からの出金時 等

指示書を提示

家庭裁判所

指示書
発行依頼

大口資金の出金

指示書
発行

金融機関

預貯金契約
（口座開設）

【小口預貯金口座】
被後見人名義 定期送金

（日常生活に必要な資金）

【大口預貯金口座】
被後見人名義

被後見人
（後見人）

指示書を提示

家庭裁判所

指示書
発行依頼

一時金支払

指示書
発行

【預貯金口座】
被後見人名義 定期交付

（日常生活に必要な資金）

【信託財産】
被後見人名義

信託銀行等

信託契約

被後見人
（後見人）

後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金のスキーム
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後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の利用状況（平成２４年２月～令和元年）

○ 後見制度支援信託
（注１）

及び後見制度支援預貯金
（注１） （注２）

（以下「後見制度支援信託等」という。）は，成年被後見人等の財産を適切に管
理・保護するための仕組みの一つである。平成２６年以降後見制度支援信託の利用が進んだことに加え，平成３０年からは後見制度支援預
貯金の利用も進んだため，令和元年１２月までの後見制度支援信託等の累計利用者数は下記のとおりとなった。

98 638 
3,405 

10,008 

16,971 

21,523 
24,420 

26,191 

535 

1,867 

0

5,000

10,000
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H24.2～

H24.12

～H25.12 ～H26.12 ～H27.12 ～H28.12 ～H29.12 ～H30.12 ～R1.12

（人） 累計利用者数

後見制度支援信託

後見制度支援預貯金

（注４）（注３）

H24.2～H24.12 ～H25.12 ～H26.12 ～H27.12 ～H28.12 ～H29.12 ～H30.12 ～R1.12

後見制度支援信託 98 638 3,405 10,008 16,971 21,523 24,420 26,191
後見制度支援預貯金 535 1,867

（注１） 後見制度支援信託は，平成２４年２月１日に導入され，後見制度支援預貯金は，後見制度支援信託に並立・代替する仕組みとして導入された。
（注２） 後見制度支援預貯金に関する実情調査は，平成３０年１月から開始した。

（注３） グラフ中，利用者数として記載した数値は，平成２４年２月から各年１２月までの間に，後見人が代理して信託契約又は預貯金契約を締結した成年被後見人及
び未成年被後見人の数である。（後見制度支援信託等の対象は，成年後見及び未成年後見のみであり，保佐，補助及び任意後見では利用できない。）
（注４） 同一の成年被後見人又は未成年被後見人が，同時期に信託契約及び預貯金契約を締結した場合は，そのいずれについても利用者として算入している。

※ 現在、集計中につき、令和3年5月頃にリバイス予定 5110
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後見監督人について 

〇後見監督人について 

 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（民法８４９条）。保佐人，補助人についても同様。 
 
        以下のような場合に，後見監督人が選任されることがある。 
          ・ 管理する財産が多額，複雑など専門職の知見が必要なとき 
          ・ 成年後見人と成年被後見人の利益相反が想定されているとき（遺産分割等） 
          ・ その他，親族後見人に専門職のサポートが必要と考えられるとき     
 
 平成２４年から平成２９年までの各年に，成年後見監督人，保佐監督人及び補助監督人が選任された件数 
  は以下のとおりである。 
 
 
 

〇後見監督人の報酬について 

「成年後見人等の報酬額のめやす」（平成２５年１月１日付け東京家庭裁判所，東京家庭裁判所立川支部）より抜粋 
 
 基本報酬 
   成年後見人が管理する財産額が５，０００万円以下の場合には月額１万円～２万円，管理する財産額が 
   ５，０００万円を超える場合には月額２万５，０００円～３万円。 
 付加報酬 
   後見監督人として特別な事務を行った場合には，相当額の報酬を付加することがある。 

 報酬額は裁判官が事案ごとにふさわしい額を決めているが，後見制度の利用者に向けた参考資料として 
 東京家庭裁判所は「成年後見人等の報酬額のめやす」を公表している。 

※ 平成２９年の数値は，速報値である。 

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

2,255件 2,723件 3,213件 4,722件 3,465件 2,543件
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後見制度支援信託について 

 後見制度支援信託は，本人の財産のうち，日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し， 
  通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みであり，本人の財産を適切に保護するための方法の一つ。 
 
 後見制度支援信託を利用すると，信託財産を払い戻したり，信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発 
  行する指示書が必要。 
 
  ※ 原則として，弁護士や司法書士等の専門職後見人が財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などを検討した上で，家庭裁判所 
    の指示を受けて，信託銀行等との間で信託契約を締結する。 
  ※ 成年後見と未成年後見において利用することができ，保佐，補助及び任意後見では利用できない。 
  ※ 信託することのできる財産は，金銭に限られる。 

信託財産

預貯金等

後見人が管理

信託銀行等が管理
本人の金銭財産

普段は使用

しない金銭

日常生活に必要な金銭

払戻や解約等

には家庭裁判

所の発行する

指示書が必要
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後見制度支援信託の利用状況（平成２４年２月～平成２９年） 

○ 後見制度支援信託は，成年被後見人等の財産を適切に管理・保護するための仕組みの一つである。平成２６年から平成２９  
  年にかけて，特に管理継続中事案における後見制度支援信託の利用が進み，平成２４年２月から平成２９年１２月までの累 
  計利用人数は２１，５０４人となった。 

（注１） 後見制度支援信託は，平成２４年２月１日に導入された。 
（注２） 各年の１月から１２月までの間に，後見人が代理して信託契約を締結した成年被後見人数及び未成年被後見人数である。 
     （後見制度支援信託の対象は，成年後見及び未成年後見のみであり，保佐，補助及び任意後見では利用できない。） 
（注３） 「新規開始」とは後見開始又は未成年後見人選任時において後見制度支援信託の利用が検討され，信託契約が締結された  
     事案であり，「管理継続中」とは「新規開始」を除く事案である。 

H24.2～H24.12 ～H25.12 ～H26.12 ～H27.12 ～H28.12 ～H29.12

98 638 3405 10008 16971 21504

【参考】累計利用人数 
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成年後見人等による不正報告件数・被害額（平成２４年～平成２９年） 

○ 成年後見人等による不正報告件数は，平成２６年まで増加傾向にあったが，平成２７年以降，不正報告件数 
  及び被害額はいずれも減少している。 
  （注）各年の１月から１２月までの間に，家庭裁判所が不正事例に対する一連の対応を終えたとして報告され 
     た数値であり，不正行為そのものが当該年に行われたものではない。 

（注） 「成年後見人等」とは，成年後見人，保佐人，補助人，任意後見人，未成年後見人及び各監督人をいう。 

※ 括弧内の数値は，専門職の内数である。 

624 
662 

831 

521 502 

0
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400
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700

800

900

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

専門職 専門職以外 

294 

（単位：件） 

(18) (14) (22) (37) (30) (11) 

不正報告件数 

約48億1000万円 

約44億9000万円 

約56億7000万円 

約29億7000万円 

約26億円 

0

10

20

30

40

50

60

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

専門職 
専門職以外 

約14億4000万円 

（単位：億円） 被 害 額 

(約3億1000万円) 

(約9000万円) 

(約5億6000万円) 

(約1億1000万円) (約9000万円) (約5000万円) 
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成年後見関係事件の概況
―令和２年１月～１２月―

最高裁判所事務総局家庭局

資料③
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１　申立件数について（資料１）

（資料１）　過去５年における申立件数の推移

（注）　各年の件数は，それぞれ当該年の１月から１２月までに申立てのあった件数である。

○　成年後見関係事件（後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後見監督人

   選任事件）の申立件数は合計で３７，２３５件（前年は３５，９５９件）

　であり，対前年比約３．５％の増加となっている。

○　後見開始の審判の申立件数は２６，３６７件（前年は２６，４７６件）

　であり，対前年比約０．４％の減少となっている。

○　保佐開始の審判の申立件数は７，５３０件（前年は６，７４５件）

　であり，対前年比約１１．６％の増加となっている。

○　補助開始の審判の申立件数は２，６００件（前年は１，９９０件）

　であり，対前年比約３０．７％の増加となっている。

○　任意後見監督人選任の審判の申立件数は７３８件（前年は７４８件）

　であり，対前年比約１．３％の減少となっている。

738 

2,600 

7,530 

26,367 

37,235 

748 

1,990 

6,745 

26,476 

35,959 

764 

1,499 

6,297 

27,989 

36,549 

804 

1,377 

5,758 

27,798 

35,737 

791 

1,297 

5,325 

26,836 

34,249 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

任 意 後 見

監督人選任

補 助 開 始

保 佐 開 始

後 見 開 始
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（件）

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年/令和元年
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（資料１０－１）　成年後見人等と本人との関係別件数・割合

（参考資料）　成年後見人等の候補者について

８－１　成年後見人等と本人との関係について（資料１０－１）

○　成年後見人等（成年後見人，保佐人及び補助人）と本人との関係をみると，
　配偶者，親，子，兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが
　全体の約１９．７％（前年は約２１．８％）となっている。
○　親族以外が成年後見人等に選任されたものは，全体の約８０．３％（前年は
   約７８．２％）であり，親族が成年後見人等に選任されたものを上回ってい
   る。
○　成年後見人等と本人との関係別件数とその内訳の概略は次のとおりである。

   　　　関係別件数（合計）　３６，７６４件（前年３５，７２３件）
　　　　親　　　　　　族　　　７，２４２件（前年　７，７８２件）
　　　　親    族    以    外      ２９，５２２件（前年２７，９４１件）
　　　　　うち弁　護　士　　　７，７３１件（前年　７，７６８件）
　　　　　　　司 法 書 士　　１１，１８４件（前年１０，５４２件）
　　　　　　　社会福祉士　　　５，４３７件（前年　５，１３４件）
　　　　　　　市民後見人　　　　　３１１件（前年　　　２９６件）

（注１）　後見等開始と同時に成年後見人等が選任された事件数であり，後見等開始の後に成年後
　　　　見人等が選任された事件は含まれていない。

○　令和２年２月から１２月までに終局した，
   後見開始，保佐開始及び補助開始の各審判
   事件のうち，親族が成年後見人等の候補者
   として各開始申立書に記載されている事件
   は，終局事件全体の約２３．６％である。

（注２）　成年後見人等の候補者については令和
　　　　２年２月から調査を開始している。

親族
7,242
19.7%

親族以外
29,522
80.3%

① 親族，親族以外の別

配偶者
567
7.8%

親
515
7.1%

子
3,911
54.0%

兄弟姉妹
1,015
14.0%

その他親族
1,234
17.0%

② 親族の内訳

親族の候補者有り
23.6%

親族の候補者無し
76.4%
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（注３）　成年後見人等が該当する｢関係別｣の個数を集計したもの（３６，７６４件）を母数とし

　　　　ており，１件の終局事件について複数の成年後見人等がある場合に，複数の「関係別」に

　　　　該当することがあるため，総数は，認容で終局した事件総数（３４，５２０件）とは一致

           しない。

（注４）　その他親族とは，配偶者，親，子及び兄弟姉妹を除く親族をいう。

（注５）　弁護士，司法書士，税理士及び行政書士の数値は，各法人をそれぞれ含んでいる（その

　　　　内訳は，弁護士法人３０４件，司法書士法人４７２件，税理士法人０件，行政書士法人

　　　　１０件であった。）。

（注６）　市民後見人とは，弁護士，司法書士，社会福祉士，税理士，行政書士及び精神保健福祉

           士以外の自然人のうち，本人と親族関係（６親等内の血族，配偶者，３親等内の姻族）及

           び交友関係がなく，社会貢献のため，地方自治体等（※１）が行う後見人養成講座などに

           より成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上，他人の成年後見人等

           になることを希望している者を選任した場合をいう（※２，３）。

         ※１　地方自治体の委嘱を受けた社会福祉協議会，ＮＰＯ法人，大学等の団体を含む。

         ※２　市民後見人については平成２３年から調査を開始しているが，同年及び平成２４年の

               市民後見人の数値は，各家庭裁判所が「市民後見人」として報告した個数を集計したも

               のである。

         ※３　当局実情調査における集計の便宜上の定義であり，市民後見人がこれに限られるとす

              る趣旨ではない。

弁護士
7,731
26.2%

司法書士
11,184
37.9%

社会福祉士
5,437
18.4%

社会福祉協議会
1,455
4.9%

税理士
61
0.2%

行政書士
1,059
3.6%

精神保健福祉士
36
0.1%

市民後見人
311
1.1%

その他法人
2,034
6.9%

その他個人
214
0.7%

③ 親族以外の内訳
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８－２　成年後見監督人等が選任された事件数について（資料１０－２）

（資料１０－２）　成年後見監督人等が選任された件数，成年後見監督人等の内訳・割合

（注２）　弁護士，司法書士及び税理士の数値は，各法人をそれぞれ含んでいる（その内訳は，
　　　　弁護士法人０件，司法書士法人２５件，税理士法人０件であった。）。
（注３）　「その他」には，弁護士法人，司法書士法人，税理士法人以外の法人等が含まれる。
（注４）　成年後見監督人等については令和２年から調査を開始している。なお，比較のため
　　　　に前年の数値も併記した。

（注１）　後見等開始と同時に成年後見監督人等が選任された事件数であり，後見等開始の後に
　　　　成年後見監督人等が選任された事件は含まれていない。

○　認容で終局した後見開始，保佐開始及び補助開始事件（３４，５２０件）
　のうち，成年後見監督人等（成年後見監督人，保佐監督人及び補助監督人）
　が選任されたものは１，１３８件であり，全体の約３．３％（前年は約
　３．２　％）である。
○　成年後見監督人等が選任された件数とその内訳は次のとおりである。
   　　　　件　  数  （合 　計）１，１３８件（前年１，０５４件）
　　　　　弁     　 護　 　 士　　　５０３件（前年　　４５８件）
　　　　　司     法     書    士　　　４９０件（前年　　４６２件）
　　　　　社   会   福   祉  士   　　　１０件（前年　　　　９件）
　　　　　社 会 福 祉 協 議 会　　  １０２件（前年　　１００件）
　　　　　税　　   理        士　　　　　３件（前年　　　　０件）
　　　　　そ　　   の        他　　　　３０件（前年　　　２５件）

弁護士
503

44.2%

司法書士
490
43.1%

社会福祉士
10
0.9%

社会福祉協議会
102
9.0%

税理士
3

0.3%

その他
30
2.6%
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９　成年後見制度の利用者数について（資料１１）

（資料１１）　成年後見制度の利用者数の推移

（注）　成年後見制度の利用者とは，後見開始，保佐開始又は補助開始の審判がされ，現に成年後

　　　見人等による支援を受けている成年被後見人，被保佐人及び被補助人並びに任意後見監督人

　　　選任の審判がされ，現に任意後見契約が効力を生じている本人をいう。

○　令和２年１２月末日時点における，成年後見制度（成年後見・保佐・

　補助・任意後見）の利用者数は合計で２３２，２８７人（前年は２２４，

　４４２人）であり，対前年比約３．５％の増加となっている。

○　成年後見の利用者数は１７４，６８０人（前年は１７１，８５８人）で

　あり，対前年比約１．６％の増加となっている。

○　保佐の利用者数は４２，５６９人（前年は３８，９４９人）であり，対

　前年比約９．３％の増加となっている。

○　補助の利用者数は１２，３８３人（前年は１０，９８３人）であり，対

   前年比約１２．７％の増加となっている。

○　任意後見の利用者数は２，６５５人（前年は２，６５２人）であり，対

　前年比約０．１％の増加となっている。
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東京家庭裁判所後見センター 

 vol.7（平成２7 年２月）  

ＦＦＡＡＱＱとと回回答答をを掲掲載載ししままししたた。。                                                  
コーくん

  

 後見サイトにＦＡＱ（よくある質問）と回答を掲載しました。後見センターに問い合わせ

る前に一度確認していただくと，参考になると思います。なお，回答は，東京家裁本庁の取

扱いですので，他庁（立川支部も含む。）の取扱いについては，その庁に確認してください。 

後後見見人人向向けけ冊冊子子（（ＱＱ＆＆ＡＡ，，ハハンンドドブブッックク））をを掲掲載載ししままししたた。。  

 成年後見人・保佐人・補助人が行うべきこと，行ってはいけないことを記載した「成年後

見人・保佐人・補助人Ｑ＆Ａ」，成年後見人・保佐人・補助人の具体的な職務の仕方や書式を

記載した「ハンドブック」，未成年後見人が行うべきこと，行ってはいけないことや職務の仕

方，書式等を記載した「未成年後見人Ｑ＆Ａ」を後見サイトに掲載しました。これらの冊子

をお持ちでない方，旧版をお持ちの方は，必ず印刷して，手元に置いて利用するようにして

ください。また，後見人等に対する具体的な指導監督の方法についてお困りの監督人の方も

参考にしてください。  

後後見見等等事事務務報報告告書書をを改改訂訂ししままししたた。。  

 後見・保佐・補助の各事務報告書を改訂しました。具体的な改訂内容は，報告時に欠格事

由の有無を記載する点，専門職後見人等については所属団体作成の名簿登載の有無を記載す

る点です。改訂版は，後見サイトに掲載されていますので，新しい報告書を利用するように

してください。 

保保佐佐・・補補助助監監督督人人のの選選任任をを進進めめてていいまますす。。  

 後見センターでは，財産管理の代理権がある保佐人・補助人に対する管理の一層の適正を

図るため，管理財産のうち，流動資産額が１０００万円以上の事案については，原則として，

監督人を選任する方針としています。今後，個別に連絡があると思いますので，その連絡を

お待ちください。なお，行使する必要がなくなった代理権の取消しをお考えの方，また，本

人の判断能力に変化があり，保佐・補助開始の審判の取消しの申立て等をお考えの方につい

ては，その手続を進めるようにしてください。 

専専門門職職後後見見人人等等にに対対すするる監監督督もも強強化化ししてていいまますす。。  

 後見センターでは，専門職後見人等に対する監督も強化しています。具体的には，専門職

後見人等についても，毎年指定された月に報告書を自主的に提出するよう求めるとともに，

報告の遅滞や報告内容の不備がある場合には，調査人や監督人を選任するなどの対応をとっ

ています。また，財産額や関係者の意向等も考慮して，監督人の選任を積極的に検討するよ

うにしています。なお，専門職後見人等の職務に疑問のある方がいらっしゃいましたら，後

見センター宛に連絡してください。後見センターでは，調査を行い，その結果，必要に応じ

て，後見人を追加選任したり，監督人を選任したりするなどの対応をとっています。 

資料④
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資料⑤
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成年後見人が着服、監督人の弁護士に賠償命令 
 
 知的障害のある女性（５９）の預貯金を成年後見人の親族が着服したのは、後見人を選

任した奈良家裁葛城支部と後見監督人だった弁護士（奈良弁護士会）が注意を怠ったため

として、女性が国と弁護士に約４５００万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が１４日、大

阪地裁堺支部であった。大藪和男裁判長は「後見監督人として必要な調査を一切しなかっ

た」と述べ、弁護士に約４１００万円の支払いを命じた。国への請求は棄却した。 
 後見監督人は、後見人の活動が適切かどうかをチェックするため、家裁が必要に応じて

選任する。後見人による着服が全国で相次ぐ中、監督人の賠償責任が認められるのは極め

て異例。 
 
 判決によると、葛城支部は２００５年３月、弁護士を後見監督人に選任。０８年９月、

当時後見人だった親族の男性らが女性の預貯金から計約７５００万円を着服していたこと

が発覚した。判決で大藪裁判長は、弁護士は家裁が必要な調査をしていると誤認し、選任

後の３年半、女性の財産状況を把握していなかったと認定。「弁護士は監督人の役割を理解

し、家裁から具体的な指示がなくても自らの判断で職務を行うべきだった」と指摘した。

同支部も調査をしていなかったが、「後見監督人から必要に応じて報告があると期待したと

しても不当ではない」とした。 
 着服を巡っては、事実上預貯金を管理していた男性の長女が起訴され、懲役５年の実刑

が確定している。 
 判決について、弁護士は「監督人として何が必要かを確認していれば着服は防げた。落

ち度があったと思う」と話し、女性の現後見人の北岡秀晃弁護士は「国の責任は問わない

という均衡を欠いた判決。控訴を検討したい」としている。 
 
 最高裁によると、１０年６月～１２年９月、成年後見人による財産横領などの不正は８

９８件で、被害総額は８３億円。被害件数のうち９８％は親族が後見人を務めていたケー

スという。 
 
（2013 年 3 月 15 日  読売新聞） 

資料⑥

25



資料⑦

26



27



28



29



資料⑧

30



31



32



資料⑨

33



成年後見人への注意事項説明書 
 

○○様 成年後見監督人 司法書士 川口純一 
 

このたび、△△様が本人（成年被後見人）○○様のために成年後見人に選任され、その成
年後見監督人に私が選任ました。 

家庭裁判所が出している「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック （Ｑ＆Ａ付き）」を
利用して、成年後見人の「心構え」と「注意事項」のご説明をしますので、ご了承されまし
たら、最後に署名捺印をお願いいたします。 
 
１ やってはいけないこと 
 ①本人の財産を私的に流用したり無断で借用したりすること。 
  ※ 業務上横領罪（刑法２５３条）が成立し、１０年以下の懲役に処せられる可能性が

あります。 
 ②虚偽の名目による支出をしたり、過大な支出をしたりすること。 
 ③本人の財産を後見人や他の親族に贈与すること。 
  ※ 本人が死亡したら相続人となりうる人に対して相続税対策のために生前贈与をす

ることも含まれます。 
 ④本人の金銭を後見人や他の親族に貸し付けること。 
 ⑤本人と後見人が同居している場合において生計を同一にすること。 
 ⑥本人が入所している施設等に対して正規の費用の支払い以外に寄付をすること。 
 ⑦本人か入所している施設の職員等に対して謝礼を支払うこと。 
  ※ その職員等が公務員・みなし公務員である場合には、贈賄罪（刑法１９８条）が成

立し、３年 以下の懲役または２５０万円以下の罰金に処せられる可能性がありま
す。 

 ⑧本人を契約者・被保険者とし、後見人を受取人とする生命保険契約を締結すること。 
 ⑨本人の金銭による投資・投機を行うこと。 
 
２ 事前に後見監督人と協議をすべきこと 
 ①本人が後見人または他の親族に対して扶養義務を負っている場合において、本人の金

銭から扶養料を支出すること。 
 ②本人が病院や介護施設等に入院・入所する場合において、個室や差額ベッドを利用する

こと。 
 ③冠婚葬祭等における祝儀・香典等を支出すること。 
 ④本人名義の不動産について賃貸などの利用をすること。 
 ⑤本人に債務を負担させること。 
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以上の他、後見人が民法１３条１項各号の行為をする場合は、後見監督人の同意が必要で

ある。（民法８６４条） 
 
 上記、注意事項につき説明を聞き了解いたしました。 
 
 平成   年   月   日 
 
   住  所 
 
       氏 名 
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監督人に選任された方へ                               

                       東京家庭裁判所後見センター         

☆ 後見人（保佐人・補助人）の連絡先は，別紙コピー記載のとおりです。 

１ 監督事務報告書の提出等について 

□ 平成  年  月  日までに，確認後の初回財産目録及び収支予定表の写

しと共に報告書を提出してください。 

□ 後見人等には別紙事務連絡を送付してあります。 

□ 以下の点につき，平成  年  月  日までに報告書を提出してください。 

 

□ 本件では，監督人就任時の報告は不要です。 

２ 報酬付与申立て（監督事務報告）について 

本件での報酬付与申立て（監督事務報告）の時期は，毎年   月です。 

報酬付与申立てに当たっては，報酬付与申立書，報酬付与申立事情説明書，監

督事務報告書，財産目録（継続報告用）（申立指定月の前月末日時点の財産につ

いて記載してください。）を提出してください。なお，収支状況報告書及び預貯

金通帳の写しの提出は不要です。 

３ 今後の職務について 

□ 本人の財産状況等に応じ，年２～４回程度は，後見人等から財産状況・収支

状況に関する報告を受けるようにしてください（なお，最低限の職務であり，

報告の頻度もあくまでめやすですので，必要に応じて適時に財産状況等の報告

を受けるほか，その他の財産の確認，本人の状況確認等を行ってください。）。 

□ 財産の状況等が確認できないときには，至急担当書記官に連絡してください。 

□ 後見制度支援信託の利用が適当と思われる場合（監督人との併用も可能。な

お，報酬は適宜減額されることがあります。）は，後見人と協議の上，担当書

記官に連絡してください。 

                                                 (平成25年11月版) 
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vol.11（平成２８年５月）  

            

報報告告書書等等のの書書式式はは最最新新ののももののをを使使用用ししててくくだだささいい                
コーくん

                

 後見センターレポート vol.８（平成２７年５月）で，「後見等事務報告書」と「財産目録」

の書式が変更されたことをお伝えしてから１年が経ちましたが，今なお旧書式による報告書

等が提出されることがあります。旧書式による報告書では報告内容が十分でないことがあり，

その場合は，改めて最新の書式による報告書等を提出し直していただくことがあります。 

最新の書式や記載例は，後見サイトの「後見人等のための書式集」からダウンロードする

ことができますし，後見センター窓口で受け取ることもできますので，最新の書式をご利用

いただきますよう，お願いします。 

なお，専門職後見人が提出する報酬付与申立書についても，旧書式（１枚目下段の裁判所

使用欄の記載が「家事審判官」のままとなっており，申立費用の負担に関する主文の記載が

ないもの）によるものが散見されますので，この点もご注意ください。 

後後見見等等監監督督人人がが選選任任さされれたた場場合合のの手手続続のの流流れれににつついいてて  

後見人等について後見等監督人（以下「監督人」といいます。）が選任された場合，その監

督の具体的方法等は基本的には監督人の裁量に委ねられているところですが，参考として，

監督人が選任されてから裁判所に報告書等が提出されるまでの手続の流れを示します。 

 監督人就任時の報告までの流れ 

後見等開始と同時に監督人が選任された場合，後見人等は，速やかに本人の財産状況や

収支状況等を調査した上で，初回財産目録，年間収支予定表等を作成し，添付書類（預貯

金通帳の写し等）と共に，審判日から 2 か月以内を目処に監督人に提出していただくこと

になります。監督人には，それらの内容が適正であることを確認した上で（その際，後見

人等が管理している預貯金通帳の原本確認は必ず行ってください。），審判日から２か月半

後の応当日までに，初回財産目録と年間収支予定表の写しを添付した監督事務報告書を裁

判所に提出していただきます（即時抗告申立て等により確定が遅れた場合の提出日につい

ては，別途ご照会ください。）。なお，監督人から裁判所に対する添付書類（預貯金通帳の

写し等）の提出は不要です。 

一方，後見等開始後に監督人が選任された場合は， の定期報告の他に，裁判所が監督

人に対し，後見人等のそれまでの事務処理等についての報告を求めることがあります。 

 監督人の定期報告（報酬付与申立てに伴うもの）までの流れ 

  監督人には，本人の財産状況等に応じ，年２ないし４回を目安として，後見人等から財

産状況や収支状況等に関する報告を受けるほか，必要に応じて本人の財産状況等を確認し

たり，報告を求めたりしていただくことになります（その際，後見人等が管理している預

貯金通帳の原本確認は必ず行ってください。）。 

監督人には，それらの内容を踏まえ，裁判所が監督人に対して指定した月（指定月）の

翌月１５日までに，報酬付与申立書及び報酬付与申立事情説明書に加え，財産目録（指定

月の前々月末日時点のもの）の写しを添付した監督事務報告書を裁判所に提出していただ

きます。その場合も，監督人から裁判所への添付書類（預貯金通帳の写し等）の提出は不

要です。 
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◯◯◯◯成年後見人◯◯◯◯様 
平成 年 月 日 

 
○○様 成年後見監督人 司法書士 川口純一 

         電話： 
 

後見事務報告書提出のお願い 
 
拝啓  
 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、前回報告面談から３ヶ月が経過しようとしています。そこで、前回（平成 年 月 
日）貴殿から報告いた代替校の後見事務についてご報告していただきたいと存じますので、
下記の事項につきご協力の程よろしくお願いします。 

敬具 
 

記 
（１）期 限：平成 年 月 日 
（２）締め日：平成 年 月 日 
（３）ご持参いただくもの 
   □ 後見事務報告書 
   □ 後見事務日誌 
   □ 財産目録 
   □ 収支状況報告書 
   □ 現金預金出納帳 
   □ 通帳（原本）・・・必ず締め日以降に記帳してきてください。 
   □ 証券会社の取引報告書等その他の証憑類（原本） 
   □ 領収書（原本） 
   □ 本人の生活状況や財産に変化があった場合は、それらを説明するための資料を

ご持参ください。 
（４）上記の準備ができましたらご連絡ください。面談日程を調整したいと思います。 

以上 
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報酬付与の申立てについて 
   東京家庭裁判所後見センター 

東京家庭裁判所立川支部 

１ はじめに  

成年後見人等が被後見人等の資産から報酬を受け取るためには，成年後見人等か

ら家庭裁判所に報酬付与の審判の申立てをしていただき，家庭裁判所の審判を得る

必要があります。  

 

２ 提出を要する書類等（※裁判所から，これ以外の書類等の提出を求める場合があります。） 

  成年後見人等が提出を要する書類等 

□ 報酬付与申立書 □ 収入印紙８００円（申立書に貼付） □ 郵便切手８２円  

□ 報酬付与申立事情説明書 □ 付加報酬を求める場合の資料 

（※監督人が選任されていない場合は，以下の書類も提出してください。） 

□ 後見等事務報告書 □ 財産目録 □ 預貯金通帳の写し等 

  監督人が提出を要する書類等  

□ 報酬付与申立書 □ 収入印紙８００円（申立書に貼付） □ 郵便切手８２円  

□ 報酬付与申立事情説明書 □ 付加報酬を求める場合の資料  

□ 監督事務報告書 □ 財産目録  

 

３ 記載方法等 

 報酬付与申立書について 

太枠内に記載してください（パソコン等で書式設定する場合は，申立人欄の位

置は申立書に薄い字で記載してある書式設定でお願いします。）。 

なお，「裁判所使用欄」は，家庭裁判所が申立てに対する審判を記載する欄で

すから，日付，金額等の内容の記載やチェックはしないでください。 

 報酬付与申立事情説明書について 

 ア 報酬付与申立時点において管理する流動資産の額 

 （後見制度支援信託による信託財産額を含まない。）， 後見制

度支援信託による信託財産額，③株式，投資信託等の金融資産（保険，商品券，

非上場株式等は除く。）の時価合計額（いずれも１万円未満切り上げ）に分け

て記載してください。また，それらの記載が財産目録の記載と合致しているこ

とを確認してください。 

イ 報酬付与申立期間及び当該期間中の収支  

報告対象期間の始期と終期にチェックし，その間の収支を記載してください。  

ウ 付加報酬の請求 

付加報酬を求める場合は，「次頁以下を記載する前に必ずお読みください」

をお読みになった上で，付加報酬を求める行為の内容を分かりやすく簡潔に記

載し，その裏付けとなり得る資料を添付してください。 

 

４ 報酬付与申立ての時期について 

報酬付与申立ては，後見等事務報告を行う時期に合わせて行ってください。 

                               以 上 
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 指定月  月    

                                         27.10版 

                   受付印 
 

 

 

 

 

 □成年後見人 □保佐人 □補助人 □未成年後見人 

□監督人（□成年後見 □保佐 □補助 □任意後見  

□未成年後見）に対する報酬付与申立書 
 

 

  

  
   この欄に収入印紙800円分を貼る。 

 

 

          （貼った印紙に押印しないでください。） 

 

 
収入印紙    ８００円   
予納郵便切手  ８２円  
準口頭  基本事件番号 平成   年（家  ）第                         号 

東京家庭裁判所    御中 

□立川支部 

平成     年   月    日 

 

申立人の記名押印 
 

                                印 

 

添 付 
書 類 

□報酬付与申立事情説明書  □後見等（監督）事務報告書  □財産目録  

□預貯金通帳の写し等 □ 
※後見登記事項に変更がある場合は□住民票写し □戸籍謄本 

 

申 

 

立 

 

人 

住

所 
又

は 
事

務

所 

 

〒     －              電話    （  ） 

 

 

  ※申立人欄は窓空き封筒
の申立人の宛名としても

使用しますので，パソコン

等で書式設定する場合に 

は，以下の書式設定により

お願いします。 
   (申立人欄書式設定） 

上端10.4㎝ 
  下端14.5㎝ 
  左端 3.3㎝ 
  右端 5㎝ 

 
氏

名 

 

 

 

 

本 

 

人 

 
住

所 

 

 

〒     －               

 

 
 

氏

名 

 

 

 
 

申立ての趣旨 

 

申立人に対し，相当額の報酬を与えるとの審判を求める。 
 

申立ての理由 
 

別添報酬付与申立事情説明書のとおり 
 

    裁 判 所 使 用 欄  
         □就職の日                          □終了の日 

 1  申立人に対し                          から                                までの 

                 □平成  年   月     日           □平成  年   月     日 

 

報酬として，本人の財産の中から 
    万  ０ ０ ０  円（内税）を与える。 

 

2 手続費用は，申立人の負担とする。  

平成  年  月  日  

     東京家庭裁判所 □家事第１部   □立川支部  

           

                   裁 判 官 

           告   知 
受告知者  申立人 
告知方法 □住所又は事務所に謄本送付 
        □当庁において謄本交付 
年 月 日  平成     ・     ・ 
       裁判所書記官 
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東京家庭裁判所後見センター 

vol.12（平成２８年１０月）  

裁裁判判所所がが追追加加信信託託のの検検討討をを求求めめたた場場合合ににつついいてて  

後見センターレポート vol.10（平成 28 年２月）で，後見制度支援信託（以下「信託」と

いいます。）を利用する場合は，従前の預貯金口座に残す金額（手元金）がおおむね 100 万

円から 500 万円程度となるように信託財産額を設定いただきたいとお知らせしましたが，

信託を利用した時点でそれを大きく上回る手元金が存在したため，現在も高額の手元金を管

理している後見人や，信託利用後に黒字収支が続くなどしたことで，現在は高額の手元金を

管理している後見人もおられると思います。 

そのような場合は，裁判官の判断により，現在の手元金の一部を追加して信託することの

検討を求めることがありますので，そのような求めがあったら，追加信託をするか否か，ど

の程度の額を追加信託するかなどを検討してください（判断に迷った時は，裁判所に相談し

てください。）。最初の信託の手続は専門職（信託後見人）が行いましたが，同一の信託銀行

に追加信託する場合の手続は，親族後見人が単独で行うことができますので，その場合は報

酬の支払は必要ありません。一方，後見人が追加信託を利用せず，そのまま高額の手元金の

管理を続けることとなる場合は，裁判官の判断により，後見監督人が選任されることがあり

ます。 

監監督督人人がが選選任任さされれてていいるる場場合合のの後後見見人人のの提提出出書書類類等等ににつついいてて  

後見センターレポート vol.11（平成 28 年 5 月）で，後見等監督人（以下「監督人」と

いいます。）が選任された場合に，監督人が定期報告及び報酬付与申立てに際して裁判所に提

出すべき書面についてお知らせしましたが，監督人のみならず後見人等も報酬付与の申立て

をする場合は，後見人が監督人とは別に，報酬付与申立書及び報酬付与申立事情説明書を裁

判所に提出する必要があります。財産目録や預貯金通帳の写しを裁判所に提出する必要はあ

りませんが，付加報酬を求める場合は，裏付資料の提出が必要となることがあります（なお，

以上の説明は，後見人等が裁判所に対して提出する書類に関するものであって，監督人には

監督人から求められた書類を提出する必要がありますので，ご注意ください。）。 

監督人が選任されている後見人等が報酬付与申立てをする場合は，監督人を通じて申し立

てるなどして，できる限り監督人と同時に申し立てるようにしてください。監督人から定期

報告及び報酬付与申立てがされる前に，後見人等から報酬付与申立てがされることがありま

すが，裁判所としては，監督人の定期報告によって後見人等の事務が適正に行われているこ

とを確認できない限り，後見人等に対して報酬付与の審判をすることができません。 

もし，監督人とは別個に報酬付与申立てをする場合も，その旨を監督人に事前連絡してく

ださるようお願いします。 

資料⑰

45



平成２５年１月１日 

成年後見人等の報酬額のめやす  
                           東 京 家 庭 裁 判 所             

東京家庭裁判所立川支部 
１ 報酬の性質 
  家庭裁判所は，後見人及び被後見人の資力その他の事情によって，被後見人の財産
の中から，相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています（民法８６
２条）。成年後見監督人，保佐人，保佐監督人，補助人，補助監督人及び任意後見監
督人についても，同様です。 

  成年後見人等に対する報酬は，申立てがあったときに審判で決定されます。報酬額
の基準は法律で決まっているわけではありませんので，裁判官が，対象期間中の後見
等の事務内容（財産管理及び身上監護），成年後見人等が管理する被後見人等の財産
の内容等を総合考慮して，裁量により，各事案における適正妥当な金額を算定し，審
判をしています。 

  専門職が成年後見人等に選任された場合について，これまでの審判例等，実務の算
定実例を踏まえた標準的な報酬額のめやすは次のとおりです。 

  なお，親族の成年後見人等は，親族であることから申立てがないことが多いのです
が，申立てがあった場合は，これを参考に事案に応じて減額されることがあります。 

２ 基本報酬 
 (1) 成年後見人 
    成年後見人が，通常の後見事務を行った場合の報酬（これを「基本報酬」と呼び

ます。）のめやすとなる額は，月額２万円です。 
     ただし，管理財産額（預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額）が高額な場合

には，財産管理事務が複雑，困難になる場合が多いので，管理財産額が１０００万
円を超え５０００万円以下の場合には基本報酬額を月額３万円～４万円，管理財産
額が５０００万円を超える場合には基本報酬額を月額５万円～６万円とします。 

     なお，保佐人，補助人も同様です。 
 (2) 成年後見監督人 
     成年後見監督人が，通常の後見監督事務を行った場合の報酬（基本報酬）のめや

すとなる額は，管理財産額が５０００万円以下の場合には月額１万円～２万円，管
理財産額が５０００万円を超える場合には月額２万５０００円～３万円とします。 

     なお，保佐監督人，補助監督人，任意後見監督人も同様です。 
３ 付加報酬 
   成年後見人等の後見等事務において，身上監護等に特別困難な事情があった場合に
は，上記基本報酬額の５０パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとしま
す。 

  また，成年後見人等が，例えば，報酬付与申立事情説明書に記載されているような
特別の行為をした場合には，相当額の報酬を付加することがあります（これらを「付
加報酬」と呼びます。）。 

４ 複数成年後見人等 
成年後見人等が複数の場合には，上記２及び３の報酬額を，分掌事務の内容に応じ

て，適宜の割合で按分します。                 
                                     以上 
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　東京三弁護士会から予めいただいた質問事項に

回答し，最後に東京家庭裁判所本庁後見センター

（以下「後見センター」という）からのお願いを述べ

たい。説明，回答のうち，統計を除いた部分は，現

在の後見センターに所属している裁判官の協議の結

果に基づいており，実務の運用にわたる部分につい

てはあくまで後見センターにおける実情を紹介するに

すぎない。当然のことながら，具体的な事件におけ

る最終的な結論は，当該事件によって異なることに

注意いただきたい。

  申立段階

　　後見センターにおける後見人等の選任に関する最

新の年間データについて

⑴①　後見等開始事件の件数

　　後見開始，保佐開始，補助開始及び任意後

見監督人選任（新規）事件の終局事件数は約

3500件である（東京家裁本庁における平成26年

1年間の自庁統計によるもので概数である。なお，

以下，特に断らない限り，同様である）。

②　後見等開始事件のうち，親族後見人等が選任さ

れた件数及び割合

　　親族が後見人等に選任されたのは約1500件

で，割合は約40％である。

③　弁護士が後見人等に選任された件数及び割合

　　弁護士が後見人等に選任されたのは約500件

で，割合は約13％である。

④　司法書士，社会福祉士などその他の専門職が後見

人等に選任された件数及び割合

　　その他の専門職が後見人等に選任されたのは

約1500件で，割合は約40％である。

⑵　後見等開始申立てから審判までの平均期間はどの

くらいか。また，例外的に申立て後直ちに審判がさ

　平成 27 年 2 月 16 日，弁護士会館講堂クレオにて，東京家庭裁判所後見センターの小西洋裁判官，

一場修子裁判官，中村陽史家事次席書記官，髙木章雄総括主任調査官をお招きし，東京三弁護士会主催

「成年後見実務の運用と諸問題」と題した研修会が実施された。

　本研修会は，東京三弁護士会の会員から予め寄せられた質問事項に回答いただく形式で行われ，加えて，

申立書式や定期報告の提出等に関し，家裁からの要望事項をお話しいただいた。

　講演内容は充実したものであり，今後の成年後見業務を行う上で役立つ重要な事項に関する知識を修得

することができ，大変有意義なものだったと思われる。

　今回の研修会に参加できなかった会員の方々にも情報を提供し，今後の成年後見業務に役立てていた

だきたく，LIBRA へ掲載する運びとなった次第である。
高齢者・障害者の権利に関する特別委員会

研 修 報 告

東京三弁護士会合同研修 「成年後見実務の運用と諸問題」

1

東京家庭裁判所判事　　小西　　洋
同　　　一場　修子

家事次席書記官　　中村　陽史
総括主任調査官　　髙木　章雄
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れるのはどういう場合か。

　　平均期間は集計していないので示すことはでき

ないが，平成25年に本庁及び立川支部で終局し

た事件のうち，1か月以内に終局したものは全体

の59.5％，2か月以内に終局したものは全体の

84.2％，3か月以内に終局したものは全体の92.7

％，4か月以内に終局したものは全体の95.9％で

ある。

　　申立てから早期に審判にまで至るのは，鑑定や

本人調査を実施する必要がないことが明らかであ

り，親族の同意書も揃っているため紛争性等も認

められず，後見人候補者の適格性にも問題がない

と判断される場合等が典型例である。

⑶①　法定後見の監督人及び任意後見監督人が選任さ

れた件数

　　法定後見の監督人は約440件，任意後見監督

人は約80件である。なお，法定後見については

開始と同時に選任された件数，任意後見について

は新規に選任された件数である（以下，②，③も

同様）。

②　そのうち弁護士が監督人に選任された件数

　　弁護士は約180件である。

③　司法書士などその他の専門職が監督人に選任さ

れた件数

　　その他の専門職は約270件である。このほか，

社会福祉協議会等が約70件ある。

⑷①　後見等開始の取消についての件数や実情

　　後見開始，保佐開始及び補助開始の取消事件

で認容されたのは25件である。本人の能力回復

を理由とするものが多いと思われる。

②　任意後見監督人選任申立事件の却下の件数や実情

　　任意後見監督人選任申立てが却下されたのは

4件である。別に後見等開始の申立てがされて

いた事案である。

⑸①　審判前の保全処分の件数及びどのようなケース

で保全処分が開始されるか。

　　審判前の保全処分の認容件数は約70件であ

る。ケースとしては，本人が財産を失うような

行為をしており，またはするおそれがある場合あ

るいは財産管理をする者がおらず，本案の確定

を待っていては本人の生活や療養看護に重大な

支障が生じる場合などである。

②　保全処分がされるまでの期間

　　保全処分がされるまでの期間についての統計

は取っていない。

　　裁判所が直接選任（いわゆる一本釣り）するにあ

たり，どのような事情を優先的に考慮するのか。例えば，

事件の難易度や弁護士の後見事案への経験度合，事務所

や住所などはどの程度考慮されるのか。

　個々の裁判官の判断によるので一概にはいえない

が，事件の難易度と経験を重視している例が多いと

思われる。

　住所，事務所は，その次に考慮されていると思わ

れる。

　　親族の申立人が高齢や遠隔地に居住しているなど

の事情から家庭裁判所への出頭が困難であり，他に適切

な申立人親族が無いような場合，申立人が必ず出頭しな

ければならないのか。それとも，事情により，電話聴取や

代理人からの聴取で代替したり，調査官が訪問すること

もありうるのか。また，二親等内の親族が同意しており

候補者が名簿登載者である場合は，申立人の面接も省略

可能と解してよいか。

　申立人が必ず出頭する必要があるわけではない。

事情により調査官調査がありうる。調査官調査につ

いては，まず，申立人調査の必要性が検討されるこ

とになるが，必要な場合で，申立人が来庁困難であ

れば，調査官が電話で聴取したり，訪問したりする

といった対応をしていることが多い。

　なお，後見類型については，候補者が名簿登載者

であり，親族の同意書が揃っている場合には，特段

のことがなければ面接がされない例が多い。

3
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　　親族照会の範囲についてどのような基準で照会し

ているか。例えば，兄弟姉妹や甥姪すべてに照会するのか。

本人が養子に入っている場合はどの範囲で照会している

のか。任意後見の場合も親族照会をするのか。

　照会の範囲は，原則として推定相続人である。兄

弟姉妹や甥姪については，申立人と対立関係にあっ

たり，本人の財産を管理したりしている場合以外は，

省略することが多い。

　実方と養方で区別する例は余りないと思われる。

　任意後見で親族照会を行った事例は把握してい

ない。

　　後見開始の審判申立事件について，申立人が

本人である場合が時折あるようであるが，どういう場

合に後見審判の本人申立てが認められるのか。本人

の意思能力がある場合ということか。そうした事情は，

家裁としてどうやって調査するのか（調査官面会か，

あるいは診断書の記載で判断することもあるのか）。

　個別に判断されることと思われるが，一時的に意

思能力が回復した，財産管理能力を中心にみれば後

見相当であるが申立ての意思能力はある，といった

場合が考えられる。事情を把握するために，調査官

が面接をすることはある。診断書については，成年

後見用の様式は，申立ての意思能力を意識したもの

ではないが参考にすることもある。

　なお，紛争事案での本人申立ては，申立能力が争

われて長期化するおそれがあり，親族申立て，区長

申立て等も検討していただきたい。

  選任段階

　　親族申立てで，事情を分かっている専門職だが申

立時に名簿に登録されていない者を候補者として申し立

てた場合，必ず専門職後見人に対する専門職後見監督人

が付されると理解しておくべきか。あるいは，当該候補者

の資質その他の事情によっては，監督人が付されない

場合もありうるのか。

　原則は，監督人を付することになる。資質の判断は

困難な場合が多いと思われるが，本人の資力は考慮

する例が多いと思われる。

　　（成年後見の場合を前提）親族後見人について，
年齢制限は基本的にはないと考えていいか。また，紛争

案件以外で親族が選任されない事情としてどのような事情

が考慮されているか。

　親族後見人の年齢制限はない。

　親族が選任されない事情としては，様々な事情が

存在する。例えば，今後予想される活動の内容，本

人との関係，後見人等候補者の資力，能力，過去の

行動，面接の結果等である。

  後見事務

　　民法861条2項の後見事務費用について明確な

費用が分かり難い実費の扱いについて

⑴　事務所内で書類をコピーした場合，コピー代として

1枚10円程度を費用として計上していいか。カラーコ

ピー代30円くらいとした場合はどうか。

　　指摘の価格は相場に適合していると考えられる

ため，経費として計上して問題ないと考える。

⑵　後見人として施設を訪問する場合，その交通費（公

共交通機関）の費用は被後見人の財産から支出して

良いと考えられているが，複数の被後見人の施設等を

一度に訪問する際（1番目と2番目，3番目の）場所

が離れている場合，その交通費の支出について，要し

た交通費を按分するなどの手続きが必要になるのか。

家裁として合理的な基準，あるいは他の後見人の傾向

などがあればお示しいただきたい。

　　旅費についての基準はない。個別に訪問を行っ

た場合の旅費を超えることがなく，かつ，総額に

おいて過大の徴収をしなければ，その割り振りは

問題にしていない。

1
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　　介護する親族が，介護のために仕事ができず報酬

あるいは生活費の援助を求めている場合，どのような項

目（報酬か扶養か）でどれくらいの金額が認められてい

るか，実例を知りたい。親族として当然であり，原則認

めないというところ（＝0円）から，認められる場合，職

業介護人の報酬をひとつの基準とするところ（＝数千円

／日）まで差がありすぎ，目安がわからない。

　本人に資力があり，第三者に介護を依頼するより

も相当というのであれば，職業介護費用相当額を支

払う例もあると思われる。その判断を親族以外の客

観的な立場にある第三者が行っているのであれば，

特に問題はないと思われる。

　　監督事件において，成年後見人が被後見人の資金

で成年後見人名義の金融商品を購入したときに，原状回

復させる方法。金融機関は借名口座と同じ扱いをとると

ころもあるようで，被後見人名義の口座を開き，移管す

る仕組みとなっているところもあるようである（かつ，贈

与の形をとらない）。ただ，現金ではないので，金融商品

の処分をとらざるを得ない。この処分の判断も後見人の

裁量の範囲内か（事前協議不要か）。

　後見人の裁量の範囲内であり，協議不要である。

もっとも，本人の損害回復結果として報告を要す

る。

　　被後見人が投資信託を多く保有している状態で選任
された件で，選任後しばらくは値が悪かったこともあって

換価する判断は差し控えたが，約4年間様子を見た結果，

現在はだいぶ回復しており換価も問題はなさそうである。

もっとも，預金も多くあり，資金不足による換価の必要

性はない。また，内容は不明であるが遺言書を保管して

おり，当該投資信託を遺贈している可能性もある。換価

を考える実際の理由としては，「リスクを含む商品を管理

し切れない」というのが正直なところである。このような

場合，どのように判断したらよいか。

　財産の管理処分は基本的に後見人の裁量に委ねら

れる。さらに，より安全な資産に変更することは本

人の利益にかなうものと思われる。そのような目的で

出た行為である以上，遺言書が存在するとしても，

善管注意義務が問われることはないと考えられる。

もっとも，当該信託が遺言書に記載されている可能

性がある場合には，遺言書の効力や解釈に影響を与

えないよう，換価した後も，他と区別して管理する

などの工夫も考えられる。一方で，換価処分の要否

について，本人に説明した上，現在の意思を確認す

ることも考えられる。また，将来の紛争を回避する

ため，換価処分しないことも考えられる。

　　親族後見人からの質問を受けたが，被後見人所有

土地上に，被後見人所有のもと自宅建物が建っているが，

本人は数年前から施設に入っていて同建物は空き家になっ

ているケースにおいて，被後見人の預貯金が残り僅かで，

いずれ施設入所費用が支払えなくなるため，同建物を取

り壊してアパートを建築し，アパートからの家賃収入を

施設入所費用に充てることを計画し，後見人が居住用不

動産処分許可の申立てを行った場合に，

⑴　アパート建築資金を借入れで賄う場合に（アパート

の家賃収入から，借入金の返済ができ，かつ余剰が出

ることが前提），①借入れを被後見人名義で行ってア

パートの所有名義も被後見人とする場合と，②借入れ

を後見人名義で行ってアパートの所有名義も後見人と

する場合（後見人はその家賃収入を，被後見人の施

設入所費用など，被後見人のための使途に充てること

が前提）（この場合に，被後見人所有土地に抵当権設

定が必要となり，利益相反行為として特別代理人の選

任などが必要となることは，ここでは措いて）とで，

裁判所が許可を出すかどうかに違いが出るかにつき，

教えていただきたい。

　　ケースによるので一概にはいえないが，設問ど

おりであるとすると，②よりも①の被後見人名義

にするという方が自然であって，問題がないと思

われる。②後見人名義にする場合は，まずは，

特別代理人の判断によるが，なぜ後見人名義と

するのか説明を要する。通常は相続を前提にした

ものと思われ，本人の利益では説明は難しいと思

われる。
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⑵　上記②の場合に，被後見人所有土地上に，後見人

所有建物が建つことになり，後見人が被後見人から土

地を使用貸借することになる場合，（抵当権設定が処分

にあたり許可が必要なことは当然として）使用貸借を

すること自体も処分にあたるのか（使用貸借について

も居住用不動産処分許可の申立てが必要か）につき，

教えていただきたい。

　　使用貸借についても居住用不動産処分許可の申

立てが必要であり，かつ，利益相反行為として特

別代理人の選任も要する。

　　家族など本人以外の人が後見報酬を負担すること

があるか（そういう約束があったとして報酬付与審判を

出すことがあるか）。

　このような実例は存在する。なお，報酬は本人の

財産から支払われるのが原則である。

　　 弁護士後見人にも，積極的に事案に応じて後見
監督人を付する対応が開始されている。この場合，後見

人及び後見監督人の報酬は，従来の「成年後見人等の

報酬額のめやす」の基準が適用されるか。管理財産額

5000万円の場合の具体的な考え方を示してほしい。なお，

これまで，専門職後見人と後見監督人併用の事案の報酬

はどのようになっていたか。それと今後の運用で違いはあ

るか。

　従来の「成年後見人等の報酬額のめやす」のうち，

後見人等については，適用される。これまで，管理

財産額が5000万円の場合，「成年後見人等の報酬額

のめやす」では，後見人は月額5万円，監督人は2万

5000円とされていた。もっとも，後見人と監督人の

双方が報酬を求めてきた場合には，後見人の報酬は

月額3万5000円程度に減額する例が多かった。今後，

専門職に付された監督人の報酬については，月額1万

円となる例が多くなり，その分，後見人の月額報酬

から減額して，原則として月額報酬の合計額は後見

人報酬1人分とする例が多くなる予定である。なお，

具体的金額は，後見人等及び監督人からの報告内容

を踏まえて検討されるのはこれまでどおりである。

　　 後見人，後見監督人いずれについても，付加報
酬による加算がありうるとされているが，遺産分割や不

動産売却，保険金受領のような課題以外に，具体的に

はどのような事由が付加報酬の対象となるか。付加報酬

請求の場合の疎明資料としては，A4で1枚程度にまとめた

報告書がよいか，裏付資料の添付が必要か。

　付加報酬の事情は，施設入所，転所，退院手続

等の身上監護事務での負担，また，親族間紛争の調

整，親族からの要求対応などの困難事案での事務負

担などが考えられる。疎明資料は不要であり，報告書

で足りる。

　　被後見人が宗教入信行為（但し，経済的な出捐

がない）から脱会したいと希望したとき，宗教行為は，

事実行為にあたるのか，法律行為なのか，身上監護の範

囲で対応すべきなのか。宗教団体側が面談を求めてきた

場合には法定代理人として対応することができるのか。

成年後見人が裁判所（国）によって選任された法定代理人

であることから，信教の自由との関係で注意すべき点は

あるか。

　信仰それ自体は事実行為である。財産上の法律行

為を伴わない限り，権限外である。また，本人の意

思に委ねるべき事柄と思われる。もっとも，本人保護

の観点から，本人の異議のない限り，同席したり，説

明を聴取したりすることは可能と思われる。

　　権限分掌型の成年後見の場合で被後見人が施設

入所を行う必要があるが，身上監護分掌後見人が非協力

的な場合（専門職で見解が分かれている場合）どのよう

に対応すべきか。また，財産管理分掌成年後見人が医療

保護入院の同意を求められたときはどうか（同意は行う

べきではないのか）。

　専門職後見人の相互間で意見が相違する場合に

は，個別に裁判所に相談されたい。医療保護入院の

同意の可否については，二人ですべきか，いずれかが

すべきかについては，回答しかねる。なお，相当性

としては，身上監護分掌後見人の判断も求めるのが

相当と思われる。

9

8
6

7-2

7-1

52



45LIBRA  Vol.15  No.7  2015/7

　　保佐ではあるが，後見レベルに移行したと保佐人

が考えたが，被保佐人から事実上の便宜供与を受ける親

族その他の利害関係人が後見手続に反対した場合，鑑定

人候補者の医師を東京家裁に照会することはできるのか。

反対に，保佐人も親族も後見レベルと判断しているが，

適切な鑑定人候補者がいない場合，東京家裁に照会する

ことは可能か。

　いずれも可能である。申立てに関して鑑定人候補者

を立てる必要性はない。

　　財産管理権限（代理権）がない保佐人の場合で，

被保佐人に代理人弁護士が就任している場合，面会の際

に代理人弁護士の同席を要件とされた場合に，単独での

面談を求めることができるか。

　単独での面談を求めることは可能であるが，いずれ

にしろ本人の判断による。

　　被後見人が親族後見人及びその家族と同居して

いる場合，生活費割合などについて，支出の目安などは

あるのか（人数割，収入割など）。

　生活費については，人数割にする例が多いと思わ

れる。

  辞任・引継段階

　　民法918条2項に基づいて選任された相続財産管

理人の権限についてであるが，債務超過のケースで，葬

儀費用の拠出，債務の支払いについてどう考えたらよい

か。債務超過であるから，相続人が相続放棄し，相続人

不存在の相続財産管理人選任事案になることも想定され

るが，そのような状況を想定して，いわば「中継ぎ」的

なイメージで原則現状維持的な対応をするべきであるの

か，それとも債権の優劣，債権者間の公平を意識しつつ，

債権者への支払いまでしてしまってよいのか。債務超過

事案で，どの辺りまで行う権限があると考えていいのか，

教えていただきたい。

　裁判所の許可を得ないで清算すべきではない。必

要があれば権限外許可の申立てをしてもらう。相続

財産管理人の権限は，現状維持と考えていただきた

い。注意してもらいたい点である。裁判所の対応と

しては，後見人の事務は裁量に委ねると回答する場

合が多いが，保全の財産管理者及び相続財産管理

人の行為は現状維持が原則であり，個々の行為には

許可が必要になる。

　　後見終了時の民法870条の相続人に対する管理の

計算は，最終の財産目録を相続人に提出することにより

これに代えることができると考えてよいか。

　最終の財産目録を提出することでは代えることは

できない。任務中の収支を明確にする書面の作成を

要する。

　　辞任が認められるのはどういう場合か，年間で認

められる件数はどのくらいか。

　辞任希望については裁判所に打診されたい。「正

当な事由」が認められることが必要であり，例えば，

病気，高齢等により事務遂行が難しくなったなどが

挙げられる。なお，後任者が確保できれば，認めら

れる例が比較的多い。辞任が許可された件数は平成

26年で約1300件あるが，このうち相当数が信託契約

終了に伴うものである。

　　被後見人の死亡による引継ぎに関して，被後見

人に相続人1名がいるものの，相続人も判断能力が低

下し，多額の遺産の管理が不可能である場合に，相続

人に後見人等がつくまで被後見人の財産を預かり管理

することの可否。

　預かり管理することは可である。引渡しが不可能

であれば，管理するか供託するしかあるまい。

  その他の質問事項

　　本人死亡後，相続人が不存在又は所在不明で相

続財産管理人・不在者財産管理人の申立てをする場合，
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申立手数料は申立人が負担すべきか。それとも事務管理

として本人財産から支出することが認められ得るか。前

者の場合は，最終の報酬付与の際に考慮してもらうこと

は可能と考えてよいか。

　手続費用は，選任審判で手続費用の負担が申立

人となれば申立人負担である。なお，選任後，事情

によっては，管理人から家庭裁判所の許可を得て支

払いを受けられる場合もありうる。手続費用だけでは

なく申立てに関する報酬は，最後の報酬で考慮する

ことは可能である。

  裁判所への要望事項

　　既に実施されているかもしれないが，後見サイトの

後見センターレポートや申立ての手引き等が改訂されたと

きは，例えば主任書記官から三弁護士会に知らせてもらう

ことは可能か。また，親族後見人向けの「後見Q&A」に

ついて各会にPDFデータなどを提供してもらうことは可能

か。申立て支援や監督人事案において，親族後見人（候

補者）に対する説明を行う場合に利用できれば便利である。

　運用に大幅な変更があるときなど弁護士会を通じて

周知をお願いしたい場合にはお知らせすることとした

い。「成年後見人  保佐人  補助人Q&A」，「成年後

見人・保佐人・補助人ハンドブック」をPDF形式で

後見サイトに掲載しているので適宜利用されたい。

（http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/）

　　本人とは何らの親交も関係もないが相談機関や区

などからの相談で候補者となった場合でも，親族が反対

したことにより候補者が選任されないことがある。このよ

うに，もともとは何らの親交も関係もないが候補者依頼

を受けただけというケースでは，親族が反対する特段の

理由がないことがほとんどであると思われるので，候補者

になった経緯を理解し，候補者が公平な第三者であると

認められる場合には，候補者を選任する方向で進めてい

ただきたい。

　要望として承る。

　　権限分掌型などで追加選任された場合について，

報告月の要望書が付されておらず，いつの時点が報告月

になるかが分からないことがあったので，追加選任の場合

にも報告月を明示していただきたい。

　了解した。

　　業務の一環として施設向けの研修会の講師をした

際に相談されたのであるが，施設側が本人のよりよい生

活のために必要と判断している衣料費や小遣い等の支出

について，本人に資産があるにもかかわらず，後見人等

が支出を過度に制約するため本人のQOLや福祉の観点

から問題があると思われる場合に，施設側としては何処

に相談すればよいのか。また，後見人等が本人の資産

を浪費していると思われる支出がある場合に，施設側が

情報提供の仕方が分からず，そのままになっていること

もある。

　後見センター宛（担当者は誰でも良い）に電話さ

れたい。その際，本人か後見人の名前を特定した上，

支障のない限度で，何が問題か簡潔に説明されたい。

家裁は，後見業務の問題や後見人等に対する苦情を

受け付けているので，連絡されたい。

  後見センターからのお願い

　　書式は最新のものを利用されたい。今でも旧

法時の書式で申立て等がされているので，気をつけ

ていただきたい。

　　報告は，期限までに自主的に報告されたい。

　家裁は不祥事対応しているが，一つの注意すべ

き兆候として報告遅滞が挙げられるので，注意され

たい。

　　（専ら親族後見人を念頭においているが）監督

人において，必要がないと考える場合には，辞任許

可の申立てをされたい。
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基本事件番号 平成   年（家）第        号 本人             

報酬付与申立事情説明書 

 

第１ 報酬付与申立時点において管理する流動資産の額（※１万円未満切り上げ） 

１ 現預金（※後見制度支援信託による信託財産を含まない。）金       万円 

２ 後見制度支援信託による信託財産         金       万円 

 ３ 株式，投資信託等の金融資産（時価額）      金       万円 
（※保険，商品券，非上場株式等はここに含めないでください。） 

 

第２ 報酬付与申立期間（以下「申立期間」という。）及び申立期間中の収支 

   □就職の日                       □終了の日 

                   から                 まで 

  □平成  年  月  日      □平成  年  月  日  

申立期間中における本人の収支は，       万円（※１万円未満切り上げ）

の（□黒字 □赤字）である。 

 

第３ 付加報酬の請求 

 □ 付加報酬は求めない。 

□ 後見人等が本人のために行った，次頁以下にチェックした行為について，付

加報酬を求める。 

□ 監督人が（□本人を代表した □同意した），次頁以下にチェックした行為

について，付加報酬を求める。  

（次頁以下を記載する前に必ずお読みください） 

１ 次頁以下の行為について付加報酬を求めるときは，所定の箇所にチェックした上で，付

加報酬を求める行為の内容を分かりやすく簡潔に記載してください（監督人が付加報酬を

求める場合は，監督人として行った事務内容を具体的に記載してください。）。 

本件申立て前に裁判所に報告済みの事情であっても，それについて付加報酬を求める場

合は，必ず次頁以下に記載してください。その際に，本件申立て前に裁判所に提出した報

告書等を引用する場合は，作成日付及び表題によって報告書等を特定してください。 

２ 次頁以下の記載とは別に文書を作成し，それを別紙として引用する場合も，その文書に

付加報酬を求める行為の内容を特定してください。業務日誌をそのまま別紙として引用し

た場合は，付加報酬を求める行為が特定できないため，報酬を付加することができません。 

３ 裏付資料を添付する場合は，付加報酬を求める行為の裏付けとなり得るものを厳選して

添付してください。また，それぞれに①，②などと番号を付した上で，付加報酬を求める

行為と裏付資料との対応関係が明らかになるようにしてください。 

４ 付加報酬を求める行為は，原則として申立期間中の行為に限られ，本人の経済的利益額

も，原則として申立期間中に現に得たものに限られます。申立期間より前の行為により申

立期間中に経済的利益を得た場合はその旨を明記し，申立期間中の行為につき申立期間内

に経済的利益を得ていない場合は，次頁以下の１ないし６ではなく７に記載してください。 

資料㉑
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□１ 訴訟手続における訴訟行為（添付資料  ， ， 参照） 
 ※ 非訟手続等を含みます。なお，申立期間中に確定判決等を得たが支払を受けていない場合は，後記７に記載してください。 

⑴ 事案の概要は，□備考欄のとおり □添付資料  （訴状，判決書等）のとおり □  年  月  日

付け報告書のとおり 

⑵ 訴訟行為は，□申立人が行った □申立人が委任した弁護士が行った 

⑶ 申立期間中の，申立人による出廷や打合せの回数ないし内容，相手方の応訴姿勢，作成した書面の通

数等の具体的事情は，□備考欄のとおり □別紙のとおり □特筆すべき事項なし 

⑷ かかる訴訟行為の結果，申立期間中に本人が現に得た（又は減少を免れたことによる）経済的利益額

（判決，和解等に基づく回収額等）は，        万円（※１万円未満切り上げ）であった 

  （備考）                                            

                                                 

                                                 

                                                  

    

□２ 調停及び審判手続における対応（添付資料  ， ， 参照） 

 ※ 遺産分割調停及び審判を含みます。なお，相続放棄の申述は，後記７に記載してください。 

⑴ 事案の概要は，□備考欄のとおり □添付資料  （調停調書，審判書等）のとおり □  年  月 

日付け報告書のとおり 

⑵ 調停等対応は，□申立人が行った □申立人が委任した弁護士が行った □監督人が行った 

⑶ 申立期間中の，申立人による出廷や打合せの回数ないし内容，相手方の対応姿勢，作成した書面の通

数等の具体的事情は，□備考欄のとおり □別紙のとおり □特筆すべき事項なし 

⑷ かかる対応の結果，申立期間中に本人が現に得た（又は減少を免れたことによる）経済的利益額（調

停，審判等に基づく回収額）は，        万円（※１万円未満切り上げ）であった 

  （備考）                                            

                                                  

                                                  

                                                 

 

□３ 遺産分割協議，示談等の手続外合意における対応（添付資料  ， ， 参照） 

※ 単独相続による遺産の受入処理は，後記７に記載してください。 

⑴ 事案の概要は，□備考欄のとおり □添付資料  （協議書等）のとおり □  年  月  日付

け報告書のとおり 

⑵ 協議等の対応は，□申立人が行った □申立人が委任した弁護士が行った □監督人が行った 

⑶ 協議等を主宰し，協議書等の案を作成したのは，□申立人である □申立人ではない 

⑷ 申立期間中の，協議等に向けて申立人が行った作業，相手方の対応姿勢，協議等の回数ないし内容等

の具体的事情は，□備考欄のとおり □別紙のとおり □特筆すべき事項なし 

⑸ かかる対応の結果，申立期間中に本人が現に得た（又は減少を免れたことによる）経済的利益額（協

議，合意等に基づく回収額）は，        万円（※１万円未満切り上げ）であった 

  （備考）                                           

                                                 

                                                 

                                                 

 

□４ 不動産の任意売却（添付資料  ， ， 参照） 

⑴ 不動産業者には，□依頼していない □依頼したところ，その業者は以下の作業を行った 

                                                 

                                                 

                                                 

⑵ 申立期間中，申立人は，不動産の任意売却のために以下の作業（相手方との交渉，業者対応，現地確

認，居住用不動産処分許可申立て及びそれらにおける困難事情等を含む。）を行った 
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⑶ 不動産の任意売却により，申立期間中に本人が現に得た経済的利益額（売却による収益額等）は， 

         万円（※１万円未満切り上げ）であった 

 

□５ 保険金の請求手続（添付資料  ， ， 参照） 

⑴ 申立人が請求手続のために収集した書類，資料等は，□添付資料  （請求書等）に明記されている

とおり（※明記がない場合→特に収集した書類等なし） □以下のとおり □特になし 

                                                 

                                                 

⑵ 申立期間中の請求手続における困難事情等（保険会社との交渉の有無，その経過等）は，□以下のと

おり □特になし 

                                                 

                                                 

⑶ 保険金の請求手続により，申立期間中に本人が現に得た経済的利益額（保険金取得による収益額等）

は，         万円（※１万円未満切り上げ）であった 

 

□６ 不動産の賃貸管理（添付資料  ， ， 参照） 

⑴ 賃貸物件の概要（種類），物件数，賃借人数等は，□添付資料  のとおり □以下のとおり  

                                                 

                                                 

⑵ 不動産業者には，□依頼していない □依頼したところ，その業者は以下の作業を行った 

                                                 

                                                 

                                                 

⑶ 申立期間中，申立人は，不動産の賃貸管理として以下の作業（賃借人との契約手続，賃料回収，賃料

入金確認，修繕手配及び確認及びそれらにおける困難事情等を含む。）を行った 

                                                 

                                                 

                                                 

⑷ 不動産の賃貸管理により，申立期間中に本人が現に得た経済的利益額（賃料収入による収益額等）は， 

         万円（※１万円未満切り上げ）であった 

 

□７ その他の行為（添付資料  ， ， 参照） 

⑴ 上記１ないし６以外に，申立人が後見人等の通常業務の範囲を超えて行った，本人の財産管理，身上

監護に関する行為（親族や本人との対応，不正等への対応，本人死亡に伴う対応等を含む。）は，□備

考欄のとおり □別紙のとおり 

※ 別紙を用いる場合も，その別紙には通常業務の範囲を超えて行った作業を特定して記載してください。業務日誌をそのまま

別紙として引用した場合は，付加報酬を求める行為が特定できないため，報酬を付加することができません。    

⑵ 申立期間中に本人が現に得た □経済的利益額は        万円（※１万

円未満切り上げ）であった □経済的利益は観念できない 

（備考）                                          

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                        以  上 
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基本事件 平成  年(家)第       号 成年被後見人等  

 

 

監 督 事 務 報 告 書 

 

       平成  年  月  日 

        報告者（後見・保佐・補助 監督人）          印 

        住所                  ℡  （   ）    

 

１．後見人，保佐人，補助人（以下「後見人等」という。）が行っている事務は次のと

おりである。 

 （1）本人の生活，療養看護面について，後見人等から 

   □ 報告を受けている。 □ 以下の点が不明である。 

 

 

 

 

 （2）本人の財産面について，後見人等から 

   □ 報告を受けている。 □ 報告がない。又は以下の点が不明である。 

 

 

 

 

２．後見人等の事務の執行状況は， 

  □ 適正に執行されている。 □ 次の点に問題がある。 

 

 

 

 

３．本人の生活や財産について，困っていることは， 

  □ 特になし。  □ 以下のことで困っている。 

 

 

 

 

４．その他，後見等監督事務に関して気になっていることは， 

  □ 特になし。  □ 以下のことが気になっている。 

 

資料㉒
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東京家庭裁判所後見センター 

vol.９（平成２7 年９月）  

提提出出書書類類はは正正ししくく記記載載ししててくくだだささいい。。  

後見センターレポート vol.８で，「後見等事務報告書」と「財産目録」の様式が変更された

こと，「収支状況報告書」の提出が原則として不要となったこと（ただし，必要に応じて追加

で提出を求めることもあること）をお知らせしましたが，提出書類の記載の仕方に，誤りが

みられることがあります。例えば，前回報告以降に毎月の施設費（これは「定期的な支出」

に変化はありましたか。」との質問に対し，「□ 変わらない」の箇所にチェックされている

ことがありますが，そのような場合は，「□ 変わった」の箇所にチェックした上で，その下

の欄に，「平成２７年２月から，施設費が月額１０万円から月額１２万円に増額された。」な

どと記載していただく必要があります。裁判所に提出する前に，記載の仕方に誤りがないか

どうかを必ず確認するようにしてください。 

現現金金にによよるる管管理理はは５５００万万円円以以下下ににししててくくだだささいい。。  

ご本人に関する収入や支出が明確になるように，後見人等によるご本人の財産の管理は，

預貯金口座によって行っていただくのが原則です。もちろん，ご本人のための日々の支出に

備え，ある程度の現金を手許に置いておく必要もあるかと思いますが，多額の現金を手許に

置くのは危険ですので，その場合の現金額は，特段の事情がない限り，５０万円を超えない

ようにしてください。後見人等が５０万円を超える現金を管理している場合は，裁判所や監

督人から後見人等に対し，その一部を預貯金口座に入金するよう求めることがあります。 

監監督督人人がが選選任任さされれたた場場合合ににつついいてて  

後見等事件について監督人を選任するか否かは，裁判所の裁量に委ねられており，監督人

を選任する審判に対しては，不服申立て（即時抗告）ができないこととされています。 

そして，監督人が選任された場合における，監督人が後見人等を監督する方法（どの程度

の頻度で，どのような報告を求めるかなど）については，基本的に監督人の裁量に委ねられ

ています。例えば，上記のとおり，裁判所に対する「収支状況報告書」の提出は原則不要と

なりましたが，裁判所から追加で提出を求められた場合だけでなく，監督人から提出を求め

られた場合も，これに応じて提出する必要があります。そのため，後見人等は，提出を求め

られたら直ちに対応できるよう，ご本人の収支状況を把握し，整理しておく必要があります。 

なお，後見センターレポート vol.７で，専門職後見人等に対する監督を強化していること

をお知らせしましたが，その一環として，それまでの専門職後見人等による事務処理に何ら

問題がみられない場合であっても，裁判所が，専門職後見人等の管理する財産額を考慮して，

監督人を選任することがあります。その場合も，専門職後見人等は監督人の監督を受けるこ

とになります。 
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処 分 書 
 
氏名：●● 
住所：●● 
社会福祉士登録番号：●● 
日本社会福祉士会会員番号：●● 
 
 
上記の者に対し、次の通り処分する。 
 
主文 
 上記の者を「戒告」に処し、併せて以下の勧告を行なう。 
 
 
第１ 本案件にかかる事実 
（１）社団法人日本社会福祉士会（以下「本会」という。）会員●●（以下「被処

分者」という。）は、利用者●●（以下「A 氏」という。）に対して、平成１
０年頃から「●●」の担当者として援助を開始し、同退職後も「●●」の担

当者として援助を継続してきた。 
 
（２）その過程において平成１８年５月頃 A氏に対して遺言の作成を勧め、遺言
書の内容に被処分者に対する遺贈の条項があることを承知しながら遺言書作

成の事務を進め、さらに遺言の執行人に就任することを承諾し、その旨の公

正証書遺言作成を推進した。 
 
（３）平成１９年４月３０日に A氏が死亡すると、遺言に指定された遺言執行者
として遺言を執行し、自らも受遺者の一人となって金３４７万円他の遺贈を

受けた。 
 
第２ 処分の理由 
（１） 被処分者の利用者から遺贈を受けた事実とその経緯は、別紙に示す本会

定款第７条並びに倫理綱領及び行動規範に違反する。 
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（２） 被処分者の「遺贈は利用者の意志であり、自己決定である」との主張は、

被処分者が A氏との契約時に正規の報酬以外の金品を受領できないことの
説明責任を果たしていない結果を認めるものであり、前項判断を覆すもの

ではない。 
 
（３） 上記の事実及び情状等一切の事情を考慮して、本会懲戒基準規則第４条

の規定により、主文の通り処分する。 
 
第３ 勧告の内容 
（１） 遺贈を受けた金銭他については、これを放棄すること。 
 
（２） 今後社会福祉士として活動するに際しては、本会の倫理綱領等を再確認

し、それを遵守する旨の誓約書を、処分確定後２週間以内に提出すること。

また本会（都道府県支部）が開催する基礎研修を受講すること。 
 
 
第４ 補足 

 被処分者は、この処分に対して、本書受領後 30日間は不服申し立てを
行う権利を有する。（３０日以内に不服申し立てが行われない場合は本処分

が確定する。） 
 
 

平成２０年２月１６日 
社団法人日本社会福祉士会 

会長 村尾 俊明 
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別紙 
処分の理由（１）に対応する規定 
 
 ・定款第 7条（倫理綱領） 本会の会員は、総会で別途定める倫理綱領を遵守

し、社会福祉専門職としての職責及び倫理に従って行動するものとする。 
  
・社会福祉士の倫理綱領、倫理基準Ⅰ．利用者に対する倫理責任 

   １．（利用者との関係）社会福祉士は、利用者との専門的援助関係を最も大

切にし、それを自己の利益のために利用しない。 
 ・同 Ⅳ．専門職としての倫理責任 
   ２．（信用失墜行為の禁止）社会福祉士は、その立場を利用した信用失墜行

為を行わない。 
 
 ・行動規範Ⅰ．利用者に対する倫理責任 
   ２．利用者の利益の最優先 
    2-1. 社会福祉士は、専門職の立場を私的なことに使用してはならない。 
    2-2. 社会福祉士は、利用者から専門職サービスの代償として、正規の

報酬以外に物品や金銭を受け取ってはならない。 
 ・同 Ⅳ．専門職としての倫理責任 
   ２．信用失墜行為の禁止 
    2-1. 社会福祉士は、社会福祉士としての自覚と誇りを持ち、社会的信

用を高めるよう行動しなければならない。 
 

以上 
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「医師が任意後見契約、元患者女性の遺産数億円受け取る」 
 （2008 年 1 月 29 日 14 時 31 分 読売新聞） 

 
東京都内の私立大学病院の医師が、元患者の女性と任意後見契約を結び、昨年６月に女

性が８１歳で亡くなった後、遺言により数億円に上る全財産を譲り受けていたことがわか

った。 
 女性の親族は反発している。 
 読売新聞の取材に対し、医師は代理人を通じ、「法的にも倫理的にも問題はない」とした

上で、「女性の遺志を尊重し、財産すべてを大学の研究などに寄付する」と回答した。 
 しかし、任意後見制度に詳しい専門家からは、「業務としてかかわる後見人が遺贈を受け

るのは職業倫理に反する」との指摘も出ている。 
 医師の代理人弁護士によると、医師は１９８７年に女性が入院した際の担当医の一人と

して知り合い、女性が９５年に再入院した際も担当した。女性の姉も病弱で、転院先や生

活上の相談に乗る中で親しくなったという。女性と姉は結婚しておらず、千代田区内の自

宅に２人で暮らしていた。同区内の宅地約２４０平方メートルなど、不動産や預貯金「数

億円相当」（代理人弁護士）の財産を所有。親類とは疎遠で、２００３年４月に医師が将来、

女性と姉の後見人になるよう任意後見契約を結び、同時に遺言公正証書を作成した。 
 遺言は、「頼れる身よりはなく、長年にわたり医師に病気の診療その他多くのことで一方

ならぬお世話になった。心からの感謝の気持ちを表し、医師夫妻に財産を遺贈することに

した」として、〈１〉姉妹が死亡した時の遺産は、第一にお互いが、第二に医師が、第三に

医師の妻が譲り受ける〈２〉遺言執行者に医師を指定する――と定められた。 
 女性の姉は、遺言作成の３か月後、８６歳で死亡。姉の財産を相続した女性はその後、

医師の世話で都内の有料老人ホームに転居した。医師や妻が女性を外食に連れ出したり、

正月に自宅に招いたりといった付き合いをしていたが、昨年６月に亡くなった。 
 日本医師会が０４年に策定した医師の職業倫理指針は、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。女性の親族の一人は、「患者の医師に対する信頼を悪用した

行為で、医師の倫理に反する」と反発している。 
 医師の代理人弁護士は、「医師は長年、女性と家族ぐるみの付き合いをしており、医療行

為に基づく謝礼ではない。遺贈は女性本人の遺志に基づくもので、法的にも倫理的にも問

題ない」としている。医師の所属する大学は、「医師と女性の個人的な問題で、一切関知し

ない」とコメントしている。 
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司法書士が作成に関与した公正証書遺言の無効事例 
 
遺言を作成する場合には、遺言者に「遺言事項の意味内容や当該遺言をすることの意義

を理解して遺言意思を形成する能力」が無ければなりません。 
たとえ、公正証書遺言の方法によって遺言が遺されていたとしても、後々、病院の診断

書、介護施設の介護記録等から、遺言者が遺言当時認知症であることが明らかであった場

合には、遺言は無効とされます。 
 
東京高裁平成２２年７月１５日判決は、遺言者が認知症であったことを理由に公正証書

遺言を無効としたケースですが、当該ケースは、さらに司法書士が公正証書遺言の作成に

関与していながら、無効とされたケースです。 
このケースにおいては、以下の事実が遺言の無効と判断する上で認定されています。   
遺言は平成１７年１２月に作成されたものですが、まず、認知症の進行については、 

① 遺言者は平成 14 年 4 月の夫の死亡の際には 83 歳であり、そのころから軽度の認知症

と思われる症状が出始めた。平成 16 年にはその症状が進み、妄想的被害を訴えたり、昼

夜の認識や場所の見当識が薄れる状況となっていた。 
② 平成 17 年 3 月及び 5 月には、医師から痴呆ないし認知症の診断を受けるようになって

おり、平成 17 年 5 月の時点における改訂長谷川式簡易知能スケールの点数は 20 点。 
③ 遺言者は平成 17 年 2 月に大腿骨骨折により入院し、退院後も車椅子生活となって介護

老人保健施設に入所し、平成 17 年 12 月の本件公正証書作成まで入所を継続していた。 
④ 平成 18年 9月の原医師の診断においては、大きく進行した認知症の症状が表れており、

長谷川式簡易知能スケール 11 点。 
 
という事実を踏まえて「本件公正証書作成当時は、少なくとも平成 17 年 3 月及び 5 月時

点より認知症の症状は進行していたものと認められる。」と認定しました。 
また、認知症の症状については 

① 金銭管理はできない、ないし金銭管理には全介助が必要とされていたこと、及び被害

妄想的であることが介護記録上認められること、 
② その遺言の内容が、長年遺言者と同居して介護に当たり、養子縁組もしている被控訴

人らに一切の財産を相続させず、控訴人に遺贈するという内容であり、特に遺言者の財

産に属する本件不動産には被控訴人らが居住していること 
であったことを合わせ考えると、「このような認知症の症状下にある遺言者には、上記の

ような遺言事項の意味内容や当該遺言をすることの意義を理解して遺言意思を形成する能

力があったものということはできない。」と判断して、遺言能力を否定し、遺言を無効とし

ました。 
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遺言の作成において司法書士が関与していた点については、 
① 本件公正証書の作成に関与した東田司法書士等は、公正証書作成当日初めて遺言者に

会ったものであること 
② 遺言者は当時 87 歳で介護老人保健施設に入所しており、公正証書の作成を依頼した親

族により車椅子に乗せられてきたこと 
③ 同司法書士等は遺言者を診察したことのある医師や亡春子の介護に当たっていた老人

介護施設職員の意見を聴取していないこと 
を理由に、仮に司法書士等が当日の遺言者との会話の中で、その受け答えに基づいて遺

言者に遺言能力があると感じたとしても、遺言能力が無い、という結論は妨げられない、

としました。 
 
この裁判例を踏まえれば、例え弁護士や司法書士等の専門家が関与して公正証書遺言を

作成するとしても、認知症の疑いがある高齢者については、医師や介護施設職員から意見

を聴取する等して、認知症の程度について確認する、というプロセスを経ていなければ、

後々無効とされるリスクがあるということになります。 
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