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宮城県障害者福祉センター 

宮城県重症心身障害児(者)を守る会 
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母       亡父 
 
兄      障害者

Ⅰ .「成年後見人」の仕事(具体例) 

20歳以上の人で、精神上の障害があって、ものごとを自分自身で判断する

ことができない場合は、財産の管理や財産の処分などの法律行為を行うこと

は、原則として「成年後見人」でなければできません。 

その具体例としては、以下のような事例が該当します。 

a 賃貸契約・売買契約、福祉サービス利用の契約等の契約締結行為  
b 相続、不動産の売買、車の購入などの財産取得や財産の処分  
c 施設入所の手続き、施設外病院の入退院の手続  

以下に事例について見ていきます。  

(１) 相続の例  

例を挙げますと、右図のように、兄がいる障害者の父親が亡くなって相続

が発生した場合に、いずれ兄に看てもらうからと、介護予

定の兄が一括で親の財産を相続することがよくあります。 

また、障害者が居住用財産以外の不動産を取得すると、

障害者自立支援法での所得区分が「一般」になることや、

個別減免を受けられなくなるなどの関係で、障害者の相続分を放棄するとい

う考えも出てくるでしょう。しかし、これは親の考えであって、障害者本人

の考えではありません。 

法的には、この障害者の相続放棄や、遺産分割協議書を作成する場合には、

本人の意思の確認が必要になり、その意思が表明できない場合に、「成年後

見人」等の出番となります。 

このとき、母親や兄が「成年後見人」に選任されている場合は利益相反に

なりますから、その障害者に「特別代理人」（6頁を参照）が必要になります。

このようなことが起きる意味もあって、利益相反にならない人を「成年後見

人」に選任した方が良いことになります。 

(２) 車の購入の例  

重症心身障害者名義で車を買う場合も法律行為です。ディーラーが本人の

意思の確認をしない場合にはその契約は原則として無効となりますので、デ

ィーラーから名義人の印鑑証明書の提示を求められます。通常、重症心身障

害者は印鑑証明書がありませんから、「成年後見人」がいなければ障害者名

義で車を買うことはできません。 

もし、ディーラーと売買契約ができたとしても、補助金の交付申請や自動

車税の減免申請のときは、当然ディーラーは名義人が重度の障害者であるこ
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とを分かりますので、ディーラーは「成年後見人」からの同意を求めること

になります。 

(３) 不動産の賃貸借等の契約  

「成年後見」が必要な障害者が所有している不動産を賃貸する場合も、や

はり法律行為ですので意思の確認が必要となりますから、「成年後見人」で

なければ契約できないことになります。  

(４) 預貯金の出納  

「成年後見人」でない親が、たとえ本人のために必要だからといっても、

障害者年金を勝手に消費したり、預貯金をおろしたり、定期預金を解約する

ことはできません。行政機関だけではなく、金融機関からも「成年後見人」

を求められます。未成年の場合と異なり、親権はありませんし、保護義務者

や扶養義務者であるからといって、預金の引き出しはできません。 

ただし、日頃から付き合いのある銀行や郵便局の窓口の場合は、便宜を計

らってくれる場合が多いのですが、それが当たり前ではないことを覚えてお

いてください。担当者が変わって手続ができなくなっても、それが当たり前

のことです。 

(５) 不当な契約の取り消し  

認知症が進んだ方がいつの間にか高額な物品を買う契約をしていることが

あります。この場合は、「成年後見人」がいれば、その契約を取り消すこと

ができますから、「成年後見人」がいるほうが安心な例です。 

ただし、「成年後見人」の権限の及ばない日用品の購入等日常生活に関す

る行為は取り消すことができません。 
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Ⅰ．親が「成年後見人」になるときの親の覚悟  

１．  「後見」の心構えについて  

「後見」の心構えは、「子供の財産を自分の財産と同じように注

意して管理する」ことでは足りません。「他人の財産を管理する心

構えで、十分に注意する ｣ことが求められます。  

２．  「後見事務」報告の義務があることを自覚しましょう。  

家庭裁判所は、いつでも、「成年後見人」に「後見事務の報告」

や「財産の目録」の提出を求めることができます。このとき、「成

年後見人」は速やかに遺漏なく対処しなければならないことになっ

ております。日頃から、後見事務をきちんと行っていなければなら

ないことを自覚してください。  

(1)  後見事務に関する資料を整理 ･保管すること。  

(2)  金銭は、金融機関の「成年被後見人」名義の口座を用いて管

理すること。  

３．  自分が「成年後見人」になっていられる期間を考えましょう。  

自分 (親 )が「成年後見人」に選任されたときから、いずれ、自分

(親 )にも十分な判断能力が無くなる時が来ることを、まず覚悟しま

しょう。  

いずれ来る時のために、また、不意に襲う病魔や事故に備えて、

自分の「任意後見人」を選任しておくことも必要なことです。自分

が子供の「成年後見人」でいられる能力があるかどうかも「任意後

見人」が判断してくれます。  

更に、不測の事態が生じて辞任することになったり、解任される

ことになる場合もあります。このため、自分の次の「成年後見人 ｣

の候補者も考えておきましょう。ただし、次の候補者は予め正式に

選任しておくことはできません。従って、最初から自分と子供など

複数の「成年後見人」を選んでおくことも一つの手です。ただし、

これは家庭裁判所の審判が必要です。  
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４．  ｢成年後見人 ｣を解任されることもあります。  

「成年後見人」を不意に襲う病魔や事故により「成年後見人」を

辞任したり解任される以外に、「成年後見事務」を怠ったり、「成年

後見人」として不適切な行為があったりした時は、家庭裁判所から

選任された「成年後見監督人」の監督を受けたり、悪質な場合は「成

年後見人」を解任されることがあります。財産の使い込みによって

業務上横領等の刑事責任を問われたり、損害賠償責任を問われるこ

ともありえることを覚えておきましょう。  

５．  ｢成年後見人 ｣ができない行為があることを知りましょう。  

(1)  「成年後見人」は、「成年被後見人」の対価を伴わない財産の

減少行為をしてはならないことになっておりますので、「成年

被後見人」の財産をたとえ親族に対しても「贈与」することは

できません。  

(2)  「成年後見人」は、「成年被後見人」の財産を増やす義務はあ

りませんので、リスクのある投資や投機は受任範囲外です。つ

まり、裁判所の許可を受けないで投資等を行ってはいけません。

ただし、定期預金や国債ならばかまいませんので、裁判所に相

談してください。  

(3)  次の行為は「使い込み」に該当しますから、決して行っては

いけません。  

①  「成年後見人」本人や他人の負債を弁済するために「成年

被後見人」の資産を使用すること。例えば、親や兄弟の借金

を返済するのに「成年被後見人」の預貯金を使うことなどが

上げられます。  

②  「成年被後見人」の資金から購入した不動産や自動車を他

人名義の所有として登記や登録をすること。例えば、「成年被

後見人」を乗せるために買った自動車の名義を、いつも運転

をする兄弟の名義にすることなどが上げられます。  

③  「成年被後見人」所有の不動産に抵当権等を設定して他人

のために物上保証をすること。例えば、「成年被後見人」所有

の土地を担保に入れて、誰かがお金を借りる場合です。  
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(4)  「成年後見人」が「成年被後見人」の資産を借りることはも

ちろん、親族等に対して「成年被後見人」の資産を貸し付ける

ことは「成年被後見人」にとって必要性がない場合、「贈与」と

同様で許されません。「成年被後見人」の財産の保存・維持、性

質を変えないような利用や改良行為が、「成年後見人」の財産管

理行為です。  

(5)  「成年後見人」は、「成年被後見人」に不利な遺産分割をする

ことは許されません。遺産分割協議の場合は、「成年被後見人」

の法定相続分を確保するようにしなければなりません。安易に

相続放棄をすることは許されません。また、負の資産（負債）

が多い場合は、相続放棄も検討する必要があります。  

６．  ｢成年後見人 ｣の監督について詳しく知りましょう。  

法定の「成年後見」の場合は、本人、その親族又は「成年後見人」

の申し立てによって、もしくは職権で、家庭裁判所が「成年後見監

督人」を選任します。  

「成年後見監督人」は、本人の利益を守るために本人に代わって、

「成年後見人」の事務を監督し、「成年後見人」が本人に不利な行

為をしたり、不正な行為をしたりするときは、家庭裁判所に「成年

後見人」の解任を請求することができます。また、「成年後見人」

が欠けたときはその選任を家庭裁判所に請求し、「成年後見人」と

本人の利益が相反する契約等については本人を代理することもで

きます。  

「成年後見監督人」が選任されている場合の注意事項は、以下の

各項目で説明します。  

７．  「成年被後見人」の代理をできない場合があります。  

相続が発生し、「成年後見人」と「成年被後見人」とが一緒に相

続人になるなどの利害が対立する場合に、「成年後見人」はこの件

に関しては代理権限を喪失します。「成年後見人」だからと言って、

勝手に「成年被後見人」の相続放棄に同意する等の行為は許されま

せん。  
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この場合は、この件にのみ代理権限を有する「特別代理人」を家

庭裁判所の審判で選任しなければなりません。  

特別代理人選任  

(1)  概  要  
親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については、親

権者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求
しなければなりません。「成年後見人」と「被後見人」との間の利益相
反行為、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同
様です。  
「利益相反行為」とは、例えば，父が死亡した場合に，共同相続人で

ある母と未成年者の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代
理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。  

(2)  申立人  
 親権者，後見人，利害関係人  

(3)  申立先  
 子（被後見人）の住所地の家庭裁判所  

(4)  申立てに必要な書類・費用  
①  申立書１通  
②  子（被後見人） 1 人につき収入印紙 800 円 ・切手 510 円 （ 80 円 ×6、
10 円×3）  

③  申立人（後見人）、本人（被後見人）の戸籍謄本・住民票各 1 通  
④  本人（成年被後見人）の成年後見に関する登記事項証明書  
⑤  特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書
各 1 通  

⑥  利益相反行為に関する書面  
ア  遺産分割の場合  

遺産分割協議書の (案 )・ 財 産 （遺産）目録・財産目録の疎明書
面（登記事項証明書・固定資産税課税証明書・預金通帳の写し・
保険証書の写し）  

イ  相続放棄の場合    財 産（遺産）目録  
ウ  身分関係存否確定の調停・訴訟の申し立ての場合  
エ  所有する物件に抵当権又は根抵当権を設定する場合  

（根）抵当権設定契約書 (案 ) ・ 不動産登記事項証明書  
オ  本人の所有する居住用不動産の売買・賃貸・賃貸借の解除・ (根 )抵
当権を設定する場合  

売買契約書 (案 )・ 賃貸借契約書 (案 )・ 抵当権設定契約書等の
案・不動産登記事項証明書  

カ  その他利益相反する場合  
※  ウ ・ エ・オ・カについては、家庭裁判所の担当者に確認して下
さい。  
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Ⅱ．親が「成年後見人」に選任された場合の仕事 

１．  成年後見人に選任された直後の仕事  

(１ )  家庭裁判所からの書類の受領  

「成年後見」開始後、家庭裁判所から「成年後見人選任の審判書

謄本」とともに「収支予定表の提出」と「財産目録作成の提出」の

指示書が送られてきます。  

「成年後見人選任の審判書謄本」の送達後、2 週間が経過してか

ら、晴れて「成年後見人」となったわけですから、これから「成年

後見人」の職務が始まります。  

(２ )  財産調査及び目録の作成・提出  

申立て時にも調査をしておりますが、「成年後見人」になるまで

の期間で、「成年被後見人」の財産状況に変更があったかもしれま

せん。原則としては、改めて「成年後見人」として「成年被後見人」

の「財産目録」を所定の用紙によって作成し、就任後１か月以内に、

家庭裁判所に提出しなければなりませんので、財産の種類、金額等

を申立て時よりも正確に把握する必要があります。  

申立て時の財産目録を作成したと同じように、次の一覧表により

(４ )以下の調査と手続をします。申立て時の「財産目録」と同様で

良いと判断される場合もあります。  

「成年後見監督人」があるときは、調査に「成年後見監督人」の

立会がなければ、その効力は発生しないことになっておりますので、

注意が必要です。  

「成年後見人」が「成年被後見人」に対して有する債権を報告し

ないでいると、報告後はその債権は無いものとして取り扱うことに

なりますから、注意してください。また、「成年後見監督人」があ

るときは、調査前に「成年後見監督人」に申し出なければならない

ことになっております。例えば、相続完了後に「成年後見人」に就

任し、その時点で相続漏れの財産が見つかったのに手続が未了のと

きなどが挙げられるでしょう。  

この「財産目録選任時用」はコピーをとって手元に保管して置い

てください。  
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項   目  資    料  備       考  

不動産登記事項証明

書  
物件所在地の法務局で発行。  

不動産  
固定資産税評価証明

書  

物件所在地の市町村役場で発行。(役場

が交付拒否の場合には，後見人になっ

た段階で提出 ) 

預金通帳の写し  

預金通帳を持っている人。(最新の残高

等を記帳し、表紙、裏側及び記帳の全

頁をコピー ) 預貯金  

取引履歴  
通帳がない場合。預金口座のある銀行

で発行。  

取引残高報告書  
取引先の証券会社で発行。（株券・国

債・手形など）  
有価証券  

証券の写し  
証券を持っている人。(表裏両面をコピ

ー ) 

生 命 保 険

等  
保険証書の写し  

証書を持っている人。(表裏両面をコピ

ー ) 

負債  
ローン契約書又は借

用書・支払明細書  

本人（債務者）又は銀行，公社などの

債権者。  

給与明細書  本人又は勤務先の会社等。  

年金証書の写し  証書をもっている人。  

年金改定の通知書  
住民登録先の市区町村を管轄する社会

保険事務所。  
収入内容  

年金の振り込み口座

の通帳  
通帳をもっている人。  

施設利用料，入院費

等の領収書  
本人の入院している施設又は病院。  

健康保険料納付書  住民登録先の市町村役場。  

介護保険料納付書  住民登録先の市町村役場。  

固定資産税納付書  物件所在地の市町村役場。  

支 出 内 容

を証明  

地代，家賃などの領

収書  
家主などの貸し主又は管理会社など。
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(３ )  財産管理の方針  

「成年被後見人」の生活や療育看護についての見通しを立てます。

例えば、施設利用負担金や福祉サービスの見込み、健康保険の支払

い、日常費の支出と、それに見合う収入の見込みなどです。そして、

それをどのように管理していくかの方針を立てます。  

その結果を、「収支予定表」用紙に記入し、就任後１か月以内に、

当該家庭裁判所に提出します。  

(４ )  金融機関への「成年後見人」の届出  

「成年被後見人」名義の預金口座からその「成年後見人」が出し

入れできるように「成年後見人」の届け出をします。そのため、各

金融機関で用意してある「成年後見制度に関する届出書」のほか、

「成年被後見人」の成年後見に関する登記事項証明書、「成年後見

人」の身分証明書や印鑑証明書が必要となります。  

「成年被後見人」名義の口座を「成年被後見人○○○○成年後見

人△△△△」と名義人を変更することもできます。  

これらの手続きを各金融機関で行います。各金融機関により提出

書類等が異なりますので注意しましょう。  

(５ )  金融機関の取引履歴の収集  

財産である預貯金は言うに及ばす、簡易生命保険証書、民間生命

保険証書（個人年金を含む）等のすべてについて取引履歴及び現在

高 (残高 )調査を行い、資料として通帳のコピーまたは取引履歴を収

集します。  

(６ )  社会保険庁への届出  

社会保険庁に「成年被後見人」の年金受給のため、「成年後見人」

の届出をします。  

(７ )  行政福祉窓口や施設との協議  

利用する福祉サービスによって、市町村窓口や施設を訪問し、今

後の介護方針などを協議し、福祉サービスの申請や契約を行います。

また、同時に「成年被後見人」の福祉サービスの利用に要する負担

金、日常費等の協議をします。  
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(８ )  「療養看護の方針」の作成  

(７ )を基に、「療養看護の方針」を作成します。  

(９ )  親に対する「成年後見事務」の費用  

「成年後見事務」について要する費用 (調査のための交通費、残

高証明書手数料、戸籍謄本交付手数料、登記簿謄本下付手数料など )

を、「成年被後見人」の財産から受け取ることができます。ただし、

｢成年後見人 ｣になるために要する費用、つまり申立てに必要な費用

は、親の負担です。  

(10)  親に対する「成年後見人」の報酬について  

｢成年後見人 ｣が親であっても、その報酬を受ける対象になれます。

そのためには、「成年後見人」から家庭裁判所に対し「報酬付与の

審判」の申立をしなければなりません。その後、報酬を付与するか

どうか、また付与するとしてその額をいくらにするかどうかは、家

庭裁判所の判断となります。  

｢成年後見人 ｣が親だからといって、「報酬付与の審判」の手続き

を経ずに「成年被後見人」の財産から直接報酬を受け取ることはで

きません。  

(11)  親がする介護に要する経費の範囲について  

次の費用は、「成年後見人」の経費ではありませんが、介護に必

要なものとして、障害者から支弁できます。ただし、収支予定表に

記載する場合は、事前に裁判所に確認してください。  

①  送迎や面会のための交通費  

②  子供の被服費等  

③  施設親の会・重症心身障害児 (者 )を守る会の会費 (事前に

裁判所に確認ください。 ) 

(12)  「収支予定表」の作成・提出  

財産目録及び (７ )～（ 10）の調査結果及び毎年の定期的収入並び

に定期的支出を基に、「収支予定表」を作成します。「収支予定表」

も「財産目録」と同様、家庭裁判所に原則として 1 か月以内に提出

します。  
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さいたま家庭裁判所のホームページから収録  
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２．  「成年後見人」の事務  

(１ )  ｢成年被後見人 ｣の意思の尊重及び身上の配慮  

｢成年後見人 ｣は、｢成年被後見人 ｣の生活、療養、監護及び財産の

管理に関する事務を行うに当たっては、｢成年被後見人 ｣の意思を尊

重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなり

ません。  

(２ )  財産の管理及び代表  

｢成年後見人 ｣は、｢成年被後見人 ｣の財産を管理し、かつ、その財

産に関する法律行為について、｢成年被後見人 ｣を代表（代理）しま

す。  

本人の現金・預貯金は、金銭出納帳によって管理します。領収書

は証拠書類としてノートなどに貼ってまとめておきます。  

また、管理は次の要領で行って下さい。  

①  資料の整理・保管  

日頃から、「後見事務の報告」に備えて、資料を整理・保管し

ます。  

契約書等の名義は、「成年被後見人」の名義にします。また、

「成年被後見人何某成年後見人何某」名義でも結構です。  

②  金銭管理  

全ての「成年被後見人」の金銭は、金融機関の口座を用いて

管理します。この口座を他の目的で利用することはできません。

現金は当座の分だけとし、そのほかは口座管理とします。  

③  「成年後見監督人」の監督に服すること  

(３ )  ｢成年被後見人 ｣の居住用財産の処分について  

｢成年後見人 ｣は、｢成年被後見人 ｣に代わって、その居住のように

供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、

または抵当権の設定などの処分をする場合は、家庭裁判所の許可を

得なければなりません。  
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３．  家庭裁判所への通年の報告  

(１ )  報告義務  

「成年後見人」に選任されますと、「成年後見人」によっては、

「成年後見人は，数ヶ月に 1 回または 1 年後に又は 2 年後にと、裁

判所に財産管理について報告する義務がある」と、家庭裁判所から

指示されます。  

まともな報告をしないで、その結果不正常な状態に放置されるケ

ースや、問題行動をしている節が見うけられる ｢成年後見人 ｣もおり

ます。そのような場合，裁判所は自分で証拠を収集して、 ｢成年後

見人 ｣の解任をすることができます。  

(２ )  家裁から出頭を命ぜられるか又は書類が届きます。 (末尾参照 ) 

通常は 1 年後に、家庭裁判所から出頭を命ぜられるか又は「後見

等事務報告書」、「財産目録 (監督時用 )」及び「収支状況報告書」

の用紙が同封された書面が届きますので、その報告書を作成すると

ともに、1 年間の「成年後見業務記録」も付けて期限内（おおよそ

2～ 3 週間）に報告します。出頭を命ぜられたときは書類の作成の

ほかに裁判所からの事情聴取が行われます。  

(３ )  「収支状況報告書」の作成  

本人の現金・預貯金については、管理している金銭出納帳によっ

て、1 年間の収支計算を行います。領収書類は家庭裁判所からコピ

ーの提出を求められることがあります。  

収入には障害者基礎年金等を、支出には福祉サービス利用負担

金・入所 (院 )負担金・日常品費・生命保険掛金等を記入します。こ

れで、収支の結果は、「財産目録」に反映されているはずです。  

これによって、障害者自立支援法の所得区分が明確になります。

いずれ、現在の個別減免の対象となっている預金残高が５００万円

を越すこともありえることを覚悟しておきましょう。  

(４ )  「財産管理計画」及び「療養看護の方針」の変更  

前年度と、「財産管理計画」及び「療養看護の方針」等に変更が

あったときは、その旨の報告もします。  
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(５ )  「成年後見の終了」または「成年後見人の変更」報告  

何らかの事情で、「成年後見」が終了することになったり、「成

年後見人」を変更したり、「成年後見人」の住所や氏名が変更した

等の事情が生じたときは、その旨をその都度、所轄の家庭裁判所に

報告するとともに、東京法務局に変更登記の申請をします。  

「成年被後見人」(障害者 )が生存中に、自分の「成年後見人」の

役割が終わっても、「成年被後見人」には「成年後見人」が必要で

すし、すぐに後任が決まりますので、その新たに選任された「成年

後見人」に財産、財産目録、成年後見業務を引き継ぎます。  

(６ )  「成年被後見人」の死亡後の事務処理  

「成年後見」は、本人の死亡により「成年後見人」等が「成年後

見の終了の登記」を申請して、「成年後見人」の権限は消滅してい

るわけですが、実際には様々な事務処理が「成年後見人」に残され

ます。  

①  埋葬までの手続き  

まず障害者本人 (「成年被後見人」 )が死亡すると、その遺体
の引き取りをしなければなりません。本人に親族がいない場合、

「墓地、埋葬等に関する法律」第 9 条 2 項によれば、行政が責

任をもって行わなければならないとされておりますが、実際に

は「成年後見人」が引き取らざるを得ないのが実情です。  

死亡届けについても権限が明記されていませんが、本人の死

亡から 7 日以内に届けざるを得ません。葬儀もまた同様です。  

問題は葬儀費用や医療費の支払いなど、本人が死亡した後に

生じた費用に関して、預貯金から払い戻しの権限がない点です。

実情では「成年後見人」名義の口座を家裁の許可を得て開設し、

葬儀にかかる諸費用他を分けておくしか対応ができません。   

②  財産の引き継ぎ  

本人の死亡により財産を引き継ぐ際に相続人がいない場合や、

相続人が財産の引き継ぎを拒否する場合などは、各種申立など

の事務を「成年後見人」が行わなければなりません。また相続
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人が争っている場合などは、遺産を保管し続けなければならな

いこともあります。  

第三者である「成年後見人」の場合に、このように遺産を期

限なく保管するのは不安が大きいところです。また、これらの

本人死亡後の事務に関して、報酬の対象にならないことから、

制度の改善が課題となっております。   

 

最 後 に 

障害者にとって、「成年後見制度」は、障害者の人権を法的に守

り、財産を確保し、適切な運営をするための大切な制度です。  
「施設との契約のために必要だから」などという安易な考えでは

なく、子供を守るこの制度の趣旨を十分にご理解いただき、親とし

てだけではなく、「成年後見人」としての覚悟も持って、この制度

の手続きをお進めください。  
(2007 年 6 月 30 日  秋元 ) 
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後見等事務報告書-1 
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後見等事務報告書-2 
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財産目録(記載例) 



 19

収支状況報告書(記載例) 


