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後見センターにおける
後見開始等に関する
最新のデータ

後見開始等事件の終局件数1
　後見開始、保佐開始、補助開始および任意
後見監督人選任（新規）事件の終局件数（た
だし、自庁統計による概数である。）は、平成
27年1月から同年11月末までに約3,300件弱で
あり、内訳は、後見2,600件強（約80%）、保佐
400件強（約13%）、補助約120件（約4%）、任
意後見約100件（約3%）である。うち3,000件
強（約92%）が認容（後見等開始または任意
後見監督人選任）により終局している。

開始等事件の終局までの審理期間2
　一方、平成26年1月から同年12月までの本庁
および立川支部における後見開始、保佐開始、
補助開始および任意後見監督人選任（新規）
事件の審理期間を見ると、1か月以内に終局し
たものは61.8%、2か月以内だと83.9%、3か月
以内だと91.5%、半年以内だと約98.2%となっ
ている。
　以上の傾向は、おおむね前年と異なるとこ
ろはない。
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日　時 平成27年12月22日（火）午後6時

場　所 弁護士会館2階　講堂クレオ

司　会 第一東京弁護士会成年後見に関する委員会 副委員長 金　子　　　玄

1　開会の挨拶 第一東京弁護士会  会　　長 岡　　　正　晶

2　講師紹介    金　子　　　玄
  東京家庭裁判所判事   日　景　　　聡 殿
  東京家庭裁判所判事   一　場　修　子 殿
  東京家庭裁判所総括主任家庭裁判所調査官 織　田　三　郎 殿
  東京家庭裁判所家事次席書記官  金　子　　　誠 殿

3　講演

4　質疑応答

5　閉会の挨拶　第二東京弁護士会高齢者・障害者総合支援センター運営委員会
    委員長 古　屋　有美子
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2 申立てから開始までの
段階

財産管理者選任の実情について1
質 問
　財産管理者の選任につき、職種ごとの選任
件数や、候補者をそのまま財産管理者に選任
した件数はどの程度か。また、どのような事
案でどのような職種を選任しているか。
回 答
1 保全処分の認容件数
　平成27年1月から11月末までの自庁統計によ
る概数であるが、財産管理者が選任された事
案が50件弱、後見等命令が発令された事件が
10件強、職務執行停止、職務代行者選任がさ
れた事件が10件強、財産管理または監護に関
する指示がされた事件が1件となっている。
2 財産管理者選任の実情
　財産管理者選任における職種ごとの選任件
数や、候補者をそのまま選任した件数につい
ては、統計を取っていないので不明であるが、
実情として、財産管理者選任事件の多くは、
親族間紛争ないしは第三者による財産侵害が
あるとする首長（区長）申立ての事案であり、
そのほとんどにおいて、本案（後見等開始申
立事件）において後見人等候補者とされてい
る専門職が、そのまま財産管理者の候補者と
して推薦されている。そのような事案におい
て、裁判所が財産管理者選任を要すると判断
したときは、通常は緊急性が認められること
から、候補者とされている専門職を選任する
ことに支障を認めない限りは、その専門職を
財産管理者に選任しているのが通常である。
3   保全処分の申立てに際して
留意していただきたい点

　親族間対立が激しい中、一方親族が弁護士
を手続代理人として後見等開始を申し立てた
上で、当該手続代理人を候補者として財産管
理者選任の申立てをしてくることがあるが、
「本人の財産を管理している相手方親族が、手
続代理人の財産開示要求に応じない」という
事情だけでは、「本案の審判が効力を生じるま

でに本人の財産が侵害されるおそれがある」
（保全の必要性がある）とは判断されないこと
も多いと思われる。特に親族間対立がある中
で一方当事者の手続代理人として財産管理者
選任の申立てをする場合は、保全の必要性に
ついてよくご検討いただきたい。
　また、財産管理者を選任しても本人の財産
処分権は法的には影響を受けないことから、
なお本人による財産処分の危険性が高く、本
案の審判が効力を生じるまで待てないような
場合に後見命令が必要とされることになるの
であるが、後見命令の申立ての中には、既に
本人の財産は申立人によって事実上管理され
ていて、その後の本人の財産処分の危険はな
くなっている事案であったり、財産管理者の
選任によって対応することが可能な事案であ
ったりなど、そもそも後見命令までは要しな
い事案であるものもしばしば見られる。後見
命令の発令には本人の陳述を聴取することが
原則であるため、そのような事案では、後見
命令は取り下げていただいた上で、速やかに
財産管理者を選任しているのが通常である。
申立てに際しては、後見命令の必要性につい
てもよくご検討いただきたい。

申立人に対する
受理面接の実情について2

質 問
　申立人となる親族が高齢であったり、遠隔
地に居住したりしている場合であっても、申
立人は必ず受理面接のために裁判所に行かな
ければならないか。また、専門職である候補
者が名簿登載者であり、親族の同意書もそろ
っている場合は、申立人の受理面接は省略さ
れるのか。
回 答
1 受理面接の実情
　後見等開始の申立てがされると、必要書類
の提出を求めた上で、申立人や後見人等候補
者等に来庁していただき、受理面接を行って
いる。受理面接では、①申立ての目的、②本
人の病状、生活状況、財産状況等、③親族等
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は照会をすることがある。一方、推定相続人
であっても、回答する判断能力がないと思わ
れる者や、一定の調査をしても連絡先が不明
の者については対象としていない。また、兄
弟姉妹や甥姪については、申立人と対立して
いたり、上記のとおり本人の財産を管理して
いたり自宅で身上監護をしている場合を除き、
照会をしないこともある。
　なお、原則として、後見開始申立てや保佐
開始申立てについては親族照会を行うが、補
助開始申立てや任意後見監督人選任申立てに
ついては、これを行っていない。

類型移行における鑑定の
実情について4

質 問
　本人の状態から後見等の類型を移行させる
べきと判断したが、親族がこれに反対して本
人を囲い込んでおり、診断書の提出が困難で
ある場合、裁判所で適切な鑑定人候補者を選
任してもらえるのか。
回 答
1 診断書の提出が困難な場合
　類型移行の場合は、原則として移行の必要
性を裏付けるものとしての診断書の提出を求
めているが、例えば、保佐人が本人の状態を
踏まえて後見への類型移行を検討しているも
のの、親族が本人を囲い込んでいるために診
断書の取得が困難であるような場合であれば、
その旨の事情や、保佐人において後見相当と
判断した事情の報告と併せて、診断書以外に
本人の状態を裏付ける何らかの資料を提出し
た上で後見開始の申立てをしていただければ、
診断書の提出がなくても、裁判所において鑑
定人を選任し、鑑定手続を進めることがある。
2 鑑定実施が困難な場合
　しかしながら、かかる事案では、裁判所が
鑑定人を選任しても、結局のところ囲い込み
をしている親族の協力が得られずに鑑定がで
きない場合もあり得るものと思われ、鑑定が
できない以上、後見開始の申立てを却下せざ
るを得ないことになる。

の意向、④後見人等候補者の適格性に関する
事情等がそれぞれ確認され、それらを踏まえ
た意見ないし報告が裁判官にされることにな
る。
　受理面接を行うのは、主に参与員（家事事
件手続法40条3項）であるが、後見類型で申立
人が本人を伴って来庁した場合や、保佐類型、
補助類型では、家庭裁判所調査官が受理面接
を行っている。
2 申立人の出頭が困難な場合
　申立人には来庁を求めるのが原則であるが、
特段の事情がある場合は、裁判官が家庭裁判
所調査官による申立人調査の要否を判断した
上で、これを実施することとした場合は、家
庭裁判所調査官が申立人に架電して事情聴取
したり、申立人の自宅に訪問して事情聴取し
たりといった対応を取ることもある。
3 受理面接が省略される場合
　後見類型については、後見人候補者が名簿
登載のある専門職であり、親族の同意書もそ
ろっている場合は、原則として受理面接を省
略している。

親族照会の実情について3
質 問
　親族照会は、本人の兄弟姉妹や甥姪の全員
に対して行うのか。また、任意後見監督人選
任事件においても親族照会が行われるのか。
回 答
1 親族照会の実情
　裁判所の職権調査の一環として、本人の親
族のうち同意書の提出がない者に対し、裁判
所から申立ての概要および後見人等候補者を
伝え、その意向等を確認している。そこでは、
親族間紛争の有無、候補者の適格性等に関す
る情報を収集し、その後の審理の参考とする
ことを目的としている。
2 親族照会の対象範囲
　親族照会の対象は、原則として本人の推定
相続人であるが、それ以外の親族であっても、
本人の財産を管理していたり、自宅において
本人の身上監護をしていたりする者に対して
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　そのような場合に、保佐人がどこまで類型
移行に向けた手続を進めるべきかは、親族が
協力しない理由や、親族によって本人の財産
が不当に侵害されている可能性の有無ないし
程度等によっても異なってくるものと思われ
る。すなわち、親族が何らかの誤解や理解不
足によって後見開始に反対しているにすぎな
い場合は、家庭裁判所調査官による親族調査
における説明等によって親族が理解ないし納
得し、鑑定に応じることもあり得ると思われ
るし、そもそも本人が類型移行を要する状態
にあったとしても、本人の財産が僅少であっ
たり、親族による財産侵害が窺えないような
場合であれば、親族の意に反して直ちに類型
移行に向かう必要性も乏しいように思われる。
これに対し、例えば、代理権付与のない保佐
類型で、保佐人ではなく本人ないし親族が財
産を管理している事案において、従前から本
人の財産を費消している親族が、後見開始に
よって財産管理権を取り上げられることを懸
念して後見開始に反対しているような場合は、
親族による財産侵害を食い止めるために、類
型移行に向けた対処を検討することになる。
　いずれにせよ、類型移行事案において親族
の協力が得られない可能性がある場合は、あ
らかじめ裁判所に相談していただきたい。

自薦専門職の扱いについて5
質 問
　後見等の本人申立ての事案で、専門職が後
見人等の候補者となっている場合（自薦）、ど
のような基準ないし方針の下で後見人等を選
任しているのか。
回 答
1   親族申立人の手続代理人が
候補者である場合

　親族である申立人の手続代理人や、手続代
理人にはなっていないが申立書の作成に関与
したと思われる専門職が後見人等の候補者と
なっていることがある。親族間対立がない場
合は、候補者をそのまま後見人等に選任する
ことが多いが、親族間対立がある場合は、一

方親族の手続代理人等をそのまま後見人等に
選任することで手続の公平性が疑われ、後見
等の開始後に対立親族の協力が得られなくな
るおそれがあるので、通常は第三者である専
門職を選任している。
2 本人申立ての場合はどうか
　本人申立ての事案では、自薦候補者となっ
ている弁護士がその手続代理人として、申立
てに先立ち、親族に連絡等を行っていること
もあると思われるが、本人が一方親族に取り
込まれており、対立親族からは本人の手続代
理人が一方親族の側に立っているかのように
見られる可能性のある事案においては、前記
同様の理由から、全くの第三者である専門職
を後見人に選任することが多いと思われる。
そのような事案であるか否は、親族照会に対
する回答によって明らかになることがある。
3 後見類型における本人申立てについて
　なお、診断書によると後見相当とされてい
る本人による申立てについては、後見状態と
いっても具体的な程度は様々であることから、
財産管理能力を中心に見れば後見相当ではあ
るが申立能力や申立意思はあると認めること
ができるものもある一方、診断書の内容から
申立能力や申立意思の存在に疑念を抱かざる
を得ないものも見られる。そのような事案で
は、申立能力や申立意思の確認のために、家
裁調査官による本人調査や鑑定を実施するこ
とがあるし、その結果によっては申立てが却
下されることもあるので、ご注意いただきた
い。

取下げについて6
質 問
　後見等の申立て後に申立人が取下げの意向
を示した場合に、これを許可した件数はどの
程度であり、どのような事案について取下げ
が許可されたか。
回 答
1 取下げが許可された件数
　平成27年1月から同年11月末までの後見開始
等事件の終局件数約3,300件弱のうち、取下げ
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により終局したのは50件程度である。
2 取下げが許可された事案の例
　取下げが許可された事案としては、本人に
つき長女と次女から後見開始申立てがあった
ため、うち1件の取下げを許可したもの、診断
書の提出がなく、鑑定人を選任したものの本
人が鑑定を強く拒んだために実施できなかっ
たもの、鑑定を実施したところ、判断能力あ
りとの鑑定結果が出たものなどがある。
3   いかなる場合に取下げを許可することが
できるか

　家事事件手続法の立法担当者の執筆による
「逐条解説  家事事件手続法」では、取下げを
許可しないことが相当とされる例として、①
自らが成年後見人に選任される見込みがない
ことを知って取り下げる場合、②裁判所が、
既にある資料から後見開始の審判をする蓋然
性が高いと判断した場合が挙げられているが、
具体的には、取下げの動機、手続の進行程度、
本人の状況等を踏まえ、後見手続の公益性や
本人保護の見地から取下げの許否を判断する
こととなる。

事務所登記について7
質 問
　いかなる場合に事務所を住所とする後見等
登記が認められるのか。また、その場合にど
のような書類が必要か。
回 答
　名簿登載の弁護士については、選任時に上
申書の提出があれば、特に理由の記載がなく
ても審判時に事務所を住所とすることを認め
ている。その場合、住民票写しの提出も不要
としている。
　これに対し、名簿非登載の弁護士について
は、選任時に、原則どおり住民票の写しを添
付した上で、理由を付した上申書の提出を求
めている。ただし、名簿非登載の弁護士であ
っても、事務所を住所にすることを認めなか
った審判例は把握していない。

申立費用とその回収について8
質 問
　後見等開始の審判確定後、申立手続を弁護
士に委任した申立人から、本人の財産から弁
護士報酬を払ってほしいと求められた場合、
後見人はこれに応じてよいか。具体的には、
親族間紛争がない中で、推定相続人の1人が本
人の施設入所のために後見等開始を申し立て
たような場合はどうか。
回 答
1 申立てに関する手続費用の負担について
　申立てに関する手続費用は、家事事件手続
法上、各自（申立事件であれば申立人）負担
が原則であるが、後見等開始の審判では、「手
続費用のうち、申立手数料、後見登記手数料、
送達・送付費用および鑑定費用は本人の負担
とし、その余は申立人の負担とする。」とされ
るのが一般である。これら本人負担とされた
ものについては、後見等開始後に、審判書に
基づいて後見人等に費用の償還を求めること
が可能である。
2   申立人が手続代理人弁護士に支払った
報酬について

　一方、申立人が手続代理人弁護士に支払っ
た報酬については、申立人負担が原則である
が、個別事情に応じ、後見人等において本人
に負担させることが相当と判断した場合は、
支払に応じる余地がある。どのような場合に
本人の負担に帰せしめるべきかは、後見人等
の裁量判断であるが、一般的にいえば、申立
人と本人との関係、弁護士に委任した内容、
報酬の額等から、その負担を申立人に帰せし
めるのが不相当と判断される場合は、後見人
等が支払に応じることとなる可能性が高いと
思われ、設例においても、後見人等がかかる
観点から判断することになる。

任意後見と法定後見との
関係について9

質 問
　任意後見よりも法定後見を優先すべき場合

NIBEN Frontier●2016年7月号44

D12449_40-49.indd   44D12449_40-49.indd   44 16/06/08   13:2616/06/08   13:26



とはどのような場合か。
回 答
1 任意後見と法定後見の関係
　「本人の利益のために特に必要があると認め
るとき」に限り、法定後見が任意後見に優先
する。すなわち、①任意後見契約が登記され
た後に法定後見開始の審判をする場合につい
て、任意後見契約に関する法律10条1項は「本
人の利益のため特に必要があると認めるとき
に限り、後見開始の審判等をすることができ
る」と規定し、②法定後見開始の審判後に任
意後見監督人選任の申立てがされた場合につ
いて、同法4条1項2号は、「本人に係る後見、
保佐または補助を継続することが本人の利益
のため特に必要であると認めるとき」に限り、
任意後見監督人選任の申立てを却下すべき旨
を規定している。
2   「本人の利益のために特に必要がある」と
される例

　この点については、かつて当部に所属して
いた小川敦裁判官の執筆による「法定後見が
任意後見に優先する場合の考慮要素」（ケース
研究325号3ページ）に詳細な記述があるので、
参照されたい。

3 監督段階

財産の管理処分に関する
後見人の裁量について1

質 問
　後見人が被後見人の預貯金以外の流動資産
（投資信託、株式等）を処分できる場合の目安
はあるか。
回 答
　被後見人が保有する財産の管理処分は、そ
れが被後見人の利益を損なうなど著しく不合
理であるような場合でない限り、基本的には
後見人の裁量判断に委ねられる。設問のよう
な処分の是非については、資産としての安全
性、処分の必要性等を総合的に考慮し、後見
人の裁量で判断していただいて差し支えない

が、投機性のある金融資産を預貯金に変更す
るなどの安全な資産への変更は、基本的には
被後見人の利益に適うものと思われる。

複数後見における事務分担と
調整について2

質 問
　財産管理権限と身上監護権限が分掌された
複数後見において、双方にかかわる事務（被
後見人を入所させる施設の選定や入所契約の
締結等）、それぞれの権限の振り分けはどのよ
うに考えるべきか。そこで意見対立が生じた
場合、どのように調整すべきか。
回 答
　施設の選定や入所契約の締結については、
基本的には、身上監護権限を有する後見人が
主に担うことになると思われる。もっとも、
施設入所に伴い当然に費用が発生し、その支
出の是非は財産管理権限を有する後見人の判
断にかかわるので、結局のところ、双方協議
の上で進めていく必要がある。
　両者間で意見対立が生じた場合、まずは両
者間の協議により調整を試みていただきたい
が、それでも意見対立が解消しない場合は、
裁判所に相談していただいて差し支えない。

同居親族との生活費の
分担について3

質 問
　被後見人が親族後見人およびその家族と同
居している場合、生活費の支出に関する目安
（人数割、収入割等）はあるか。
回 答
　生活費については、人数割にする例が多い
と思われる。過去の一定期間の生活費実績を
ベースに人数割をしている事例（3人で生活費
月額15万円であれば被後見人は月額5万円を負
担するなど）も見られる。実際問題として、
同居親族間で生活費を細かく分けることは現
実的ではなく、管理も煩雑になるので、通常
は、後見人が被後見人の財産状況、生活状況
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等を総合的に判断しつつ、適宜の負担割合を
定めることで差し支えない。

被後見人の親族の介護費について4
質 問
　被後見人を介護している親族が、介護のた
めに仕事ができないとして報酬または生活費
の援助を求めている場合、いかなる根拠（報
酬、扶養等）により、どの程度の金額を認め
るべきか。
回 答
　本人に資力があり、第三者に介護を依頼す
るよりも親族に介護を委ねることが相当と判
断し得る場合であれば、介護報酬または扶養
料として相当額を支払うこともあり得る。支
払の根拠は、親族の介護に対する対価という
趣旨であれば介護報酬となり、親族の財産状
況等に照らし生活を援助するという趣旨であ
れば扶養料となる。介護報酬であれば、本人
の資力、親族の担う介護内容等を総合して金
額を判断することになるし（介護内容によっ
ては、職業介護費用相当額を支払う例もある
と思われる。）、扶養料であれば、本人の資力
と親族の財産状況等に照らし、親族の生活に
必要な金額を判断することになると思われる
が、それらの判断を親族以外の客観的な立場
にある第三者後見人が行っている場合は、基
本的には後見人の裁量判断に委ねられること
が多い。

遺産分割における特別代理人と
監督人の振り分けについて5

質 問
　親族後見人が選任された後に、同人と被後
見人が相続人となって遺産分割を行う必要が
生じた場合、特別代理人または後見監督人が
選任されることになるが、両者の振り分けの
基準はあるか。
回 答
　裁判官が事案ごとに、被後見人の財産状況、
遺産分割の内容、遺産分割により被後見人が

取得すると考えられる遺産の内容、後見事務
の状況等を総合して判断することとなる。
　一般論としては、遺産分割の内容に複雑性
がなく、被後見人が取得する遺産も高額とは
言えず、後見事務に当面の課題等も見当たら
ない場合であれば、特別代理人が選任される
ことが多いが、遺産分割により被後見人の財
産が高額になることが見込まれる場合、遺産
分割の内容が複雑であって法的知識等に基づ
く検討を要する場合、遺産分割以外にも後見
事務に課題があって専門職の継続的関与を要
する場合は、後見監督人が選任されることが
多いと思われる。
　なお、これも一般論であるが、特別代理人
の選任に際しては、遺産およびその分割の内
容が単純であり、被後見人の法定相続分が確
保されていることが明らかな場合は、親族か
ら選任されることもあるが、遺産分割の内容
につき相応の検討を要すると思われる場合は、
第三者専門職から選任されることが多いと思
われる。

親族から閲覧謄写申請が
あった場合の対応について6

質 問
　被後見人の親族から、専門職後見人が提出
した報告書等の閲覧謄写の申請があった場合、
専門職後見人が非開示を希望した場合であっ
ても裁判所が閲覧謄写を許可することはある
か。また、専門職後見人が辞任して親族後見
人が選任された場合、専門職後見人が提出し
た過去の報告書等は親族後見人に開示される
のか。
回 答
　後見人が非開示を希望した場合であっても、
被後見人の親族が開示を求める目的等によっ
ては閲覧謄写を許可することはあるが、かか
る場合に実際に開示した事案の有無について
は把握していない。もっとも、被後見人の死
亡後、その相続人が遺産分割協議を理由に閲
覧謄写を申請した場合は、専門職後見人が作
成した最終の財産目録等については閲覧謄写
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が許可されることが多いと思われる。 
　また、専門職後見人が辞任して親族後見人
が選任された場合、裁判官が親族後見人の後
見事務の遂行に必要と判断すれば、専門職後
見人が提出した過去の報告書等も親族後見人
に開示されることになると思われる。
　もっとも、裁判所としては、専門職後見人
の意見を十分に考慮した上で開示の可否を判
断しているので、報告書等には必要な情報を
的確に記載していただきたいし、情報内容に
よっては、必要に応じ適宜の方法で提供して
いただきたい。

保佐人と被保佐人との
意見対立とその調整について7

質 問
　契約の締結に対し、被保佐人と代理権付与
された保佐人とで意見が対立し、調整が不可
能である場合は、保佐人の代理権が優先する
のか。
回 答
　被保佐人の心身状況や生活状況に与える影
響等を考慮して、当該契約を締結しないこと
が被保佐人にとって著しく不利益であるよう
な場合であれば、被保佐人の意思に反しても
代理権を行使して当該契約を締結すべきこと
になるが、被保佐人にとって著しく不利益と
までは言えない場合であれば、被保佐人の意
思を尊重してよいと思われる。 

専門職後見人の辞任の
是非について8

質 問
　専門職後見人が辞任を許可されるのはどの
ような場合か。課題解決型の事案において専
門職後見人が当該課題を解決した場合は、辞
任が許可されるのか。全ての推定相続人が親
族である後見人候補者への交代を希望する場
合は、同人の財産管理能力に若干疑問があっ
ても辞任が許可されるのか。

回 答
　専門職後見人の辞任が許可される事案の多
くは、信託後見人による信託手続の終了に伴
うものであるが、後見人が病気や高齢等の事
情により事務遂行が困難となった場合や、課
題が解決して専門職後見人の関与が不要とな
ったと判断された場合なども、辞任が許可さ
れることが多いと思われる。ただし、親族対
応の困難性から辞任許可を求める場合などは、
頻繁に後見人が交代することの不都合性や、
親族から解任申立てがされている状況で辞任
を許可することの不都合性等を考慮して、辞
任を許可しないこともある。
　推定相続人全員が希望していたとしても、
親族である後見人候補者に財産管理を委ねる
ことが相当でないと専門職後見人が判断して
いる場合は、本人保護の観点から当該後見人
候補者への交代は難しいと思われ、仮に辞任
を許可したとしても、別の専門職後見人を選
任することになると思われる。
　いずれにしても、専門職後見人が辞任を希
望する場合には、裁判所にあらかじめ相談し
ていただきたい。

相続人への引継ぎが
困難な場合について9

質 問
　被後見人等が死亡したが、相続人間の対立
が激しいために遺産の引継ぎが困難な場合は、
どうすればよいか。
回 答
　当庁では、平成27年の5月以降に後見終了事
由が発生した事案について、元後見人から裁
判所に対して相続人への財産引継書の提出を
求める運用を開始しており、遺産の引継ぎが
困難で対応に苦慮する事案も増加しているも
のと思われる。
　その場合、相続人を確定し、代表者を定め
させた上で引き継ぐまでの必要はなく、元後
見人において相続人と判断した者のいずれか
に引き継げば足りるものと考えているが、相
続人間に激しい対立がある場合には、かかる
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対応もためらわれる面があると思われる。
　かかる場合は、民法918条2項の相続財産管
理人選任の申立てを検討いただきたい。申立
てを要するか否かの判断に迷う場合も、事前
に裁判所に相談いただきたい。 
　なお、後見人と異なり、相続財産管理人の
権限は保存行為、利用行為等に限られており、
権限外行為許可の申立てが必要となる場合が
あることに留意されたい。

遺産額が僅少な場合について10
質 問
　被後見人等が死亡し、相続人が不存在また
は所在不明であるが、遺産額が僅少であって、
相続財産管理人や不在者財産管理人の選任の
ための予納金の捻出が困難な場合、どのよう
に対応すべきか。
回 答
　当庁では、相続人不存在の場合の相続財産
管理人選任申立てにおける予納金は100万円、
不在者財産管理人選任申立てにおける予納金
は30万円とするのが一般的な取扱いであるが、
質問のような事情がある場合は、事前に裁判
所に相談いただきたい。

4 その他

管理財産高額案件における
後見等監督人の在り方について

質 問
　東京家裁では、専門職後見人等の管理する
流動資産が高額である案件について、後見等
監督人を選任する運用がされているが、その
場合の後見等監督人による監督の在り方につ
いてはどのように考えるべきか。
回 答
　いわゆる高額案件においても、監督人とし
ての職責は異ならない。具体的な監督方法に
ついては監督人の裁量に委ねられるが、定期
的に預貯金通帳の原本確認を行うことは必須

と思われるし、後見人等による事務処理に疑
問を抱いたら説明を求め、不相当と判断した
らその旨を指摘するなどのことは当然に求め
られている。
　ただし、高額案件における監督人の後見人
等に対するスタンスは、後見等事務に問題が
あったために監督人が選任された場合とは異
なってよいと思われる。後者の場合は、不正
の有無を含め後見等事務の内容を詳細にチェ
ックすることが当然に求められるが、高額案
件については、それまでの裁判所による監督
では後見等事務に特段不相当な点が見られな
かったことが前提となっていることから、当
初から上記のような姿勢で臨むまでの必要は
なく、むしろ後見人等とともに複数の視点か
ら的確に資産を管理していくという姿勢が相
当なのではないかと思われる。
　なお、この運用については様々なご意見を
お持ちのことと思うが、個々の専門職に対す
る不信感に基づくものではなく、後見人の不
正およびそれに関する報道等によって国民の
専門職や後見制度そのものに対する見方が厳
しくなってきている中、裁判所としても信頼
を回復するための体制を整える必要があり、
その一環としてこの運用があることをご理解
いただきたい。

5 裁判所からの連絡、
要望等

書式の変更と留意点1
　後見センターにおいては、平成27年6月15日
期限の提出分から、定期報告において収支状
況報告書の提出を原則として不要とする取扱
いをしている。昨今の不正事案の発覚を受け、
新たな審査方法を検討する中で、通帳等の客
観的資料の提出を厳格に求めることとする一
方で、不正の発見には直ちに結びつかず、親
族後見人にとって作成の負担が大きい収支状
況報告書の提出を原則として不要としたもの
である。ただし、提出を不要としただけであ
って、収支状況の把握や作成そのものを不要
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としたものではなく、裁判所が収支状況報告
書の提出を要すると判断した場合には提出を
求めることもあるので、注意していただきた
い。
　併せて、後見等事務報告書および財産目録
の書式が新しくなった。必ず添付していただ
く資料として、普通預金等については通帳の
コピーを提出していただくが、残高が1年以内
に記帳されたことが確認できない場合には、
残高証明書等を提出していただいている。定
期預金等についても1年以内に変動等の記帳が
ない場合は、残高証明書等を提出していただ
いている。
　なお、定期的な支出である入院費や施設費
は、月ごとに請求額が異なることがあるが、
その変化がごく少額である場合は、後見等事
務報告書における定期的な支出の変化の有無
についても、「変わらない」にチェックしてい
ただいて差し支えないし、裏付け資料として
もその支払が分かる通帳のコピーだけで足り
る。これに対し、入院費等が増額された結果、
前年と比較して年間30万円以上も金額が異な
るような場合は、「変わった」にチェックして
いただく必要があるし、金額が通帳のコピー
から一見して明らかであるような場合でない
限り、領収書の写しを提出していただく必要
がある。

調査官の立場から2
1 調査官調査の日程調整について
　弁護士が後見人等の候補者となっている場
合、調査官による本人調査の日程調整をお願
いすることがある。弁護士が候補者となって
いる場合は、既に申立人や本人と面識があっ
たり打合せが行われていたりすることが多い
と思われ、本人の様子に配慮した日時や場所
の調整が期待されるからである。支障のない
限りご協力いただきたい。
2 紛争事案における事前連絡について
　申立人と対立する親族が本人を囲い込んで
いるような事案において、手続代理人として
後見等開始申立てをする場合、手続代理人か

ら本人を囲い込んでいる対立親族に対し、申
立てをしたことについて連絡しておいていた
だき、可能であれば後見制度について説明し、
手続への協力を求めていただけると、その後
の手続を円滑に進行させることができるので、
ご配慮いただきたい。
　また、同じく囲い込みの事案において、本
人の囲い込んでいる親族が、本人の判断能力
を争って後見制度の利用に反対している場合
は、鑑定を実施することが多い。ところが、
本人を囲い込んでいる親族は鑑定にも反対す
ることが多いため、直ちに鑑定人を選任する
ことなく、調査官が親族の意向を把握する目
的で本人を囲い込んでいる親族と面接し、後
見制度や鑑定の必要性について説明したり
（親族調査）、親族に囲い込まれている本人と
面接したり（本人調査）することがあるが、
親族は、そのような調査官調査にも反対する
ことがある。そのような事案で、その親族の
代理人となった弁護士が、本人保護の見地か
ら調査官調査の実施について説得してくださ
った結果、円滑な調査が実施できたことがあ
ったが、今後ともそのような事案では、調査
官調査の実施についてご協力をいただきたい。
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