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4 死後事務と引き継ぎ

死後事務許可申立ての実情1
　死後事務許可申立ての申立件数、そのうち
認容審判がされた割合、申立てから審判まで
の一般的な所要日数を教えてほしい。
　いわゆる円滑化法の施行（平成28年10月）
から平成29年6月末までの間の死後事務許可申
立ての件数は約290件であるが、そのうち、①
死体の火葬等に関する契約の締結の許可申立
てと、②債務弁済のための預貯金の払戻しの
許可申立てがそれぞれ140件弱に及んでおり、
それら以外には、③本人の居室に関する電気、
ガス、水道等供給契約解約の許可申立て、④
本人の居室の賃貸借契約解除の許可申立て、
⑤本人所有の動産の寄託契約締結の許可申立
て等がわずかにみられる程度である。
　死体の火葬等に関する契約の締結の許可申
立てについては約5％が、債務弁済のための預
貯金の払戻しの許可申立てについては約10％
が取下げにより終局しているが、それら以外
はほとんど全てについて認容審判がされてい
る。
　申立てから審判までの所要日数は事案の内
容によって異なるが、死体の火葬等に関する
契約締結の許可申立ては、相続人が遠隔地に
いるため連絡が取れないとか、疎遠であった
ため関わりを拒んでいるなどの事情の下でさ
れるものであり、性質上、急を要するものが
多い。そのため、当庁では、申立てを許可す
ることにつき特段問題がないと判断される事
案であれば、通常は申立てを受理した当日又
は翌開庁日には許可審判を行っている。

永代供養に関する契約締結の可否2
（1）  身寄りがない本人が相応の財産を遺して

死亡したが、生前に永代供養を希望して
いた場合、後見人が家庭裁判所から死後
事務の許可を得ることで、永代供養に関
する契約を締結し、永代供養費等を支払

うことができるのか。
　本人が死亡したが、設問のように相続人が
存在せず、又は疎遠であるために本人の遺骨
を収納した墓地を管理する者がいないなどの
理由により、後見人から永代供養に関する契
約締結の許可申立てがされることがある。し
かしながら、永代供養といった行為の性質や、
永代供養料は相応の金額となるのが通常であ
ることからすると、これを直ちに「相続財産
の保存に必要な行為」（民法873条の2第3号）
に該当すると判断するのは困難というべきで
ある。永代供養については、相続人が存在す
る以上はその判断に委ね、相続人が関わりを
拒む場合は相続財産管理人（民法918条2項）
に引き継ぎ、相続人が存在しない場合は相続
財産管理人（民法952条1項）に引き継いだ上
で、その判断に委ねるのが原則というべきで
ある。

（2）  本人が遺した財産がわずかである場合は
どうか。

　わずかといっても、永代供養がまかなえる
ぐらいの額はあるという前提となるが、相続
人が存在しない中、本人が遺した少額の相続
財産の限度で本人のために永代供養を行うよ
うな形であれば、これを「相続財産の保存に
必要な行為」と評価する余地もあるものと解
されるし、全ての相続人が直接の関わりを拒
みつつも、後見人に永代供養を委ねる意思を
示しているのであれば、委任に基づく行為と
してこれを行う余地もあるものと解される。

後見人報酬の支払を受けるため
の預貯金払戻しの可否3

（1）  後見人が付与審判を受けた最終報酬の支
払を受けることを目的とした預貯金払戻
しにつき、許可審判がされた例はあるか。
あるとすれば、どのような事案において
許可がされているか。

　報酬の支払を受けるための預貯金払戻しが
許可された例は、既に複数件存在する。
　主に問題となるのは、それが「相続財産の
保存に必要な行為」といえるか否かであるが、

講演録：東京三会合同研修会「成年後見実務の運用と諸問題」
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本人の生前から推定相続人である親族と後見
人との関係が険悪であったような事案におい
て、報酬支払がされないままに相続人に預貯
金が引き継がれると、後見人と相続人との間
に報酬支払をめぐる法的紛争が生じ、遅延損
害金の発生等によって相続人が相続によって
得られたはずの財産が目減りすることのみな
らず、相続人には法的紛争に伴う費用の負担
も生じるおそれがあるとの理由から、当庁で
は、かかる事態を避けるための預貯金払戻し
については、「相続財産の保存に必要な行為」
とみることができるものと解している（ただ
し、そのような事案では、「相続人の意思に反
することが明らかなとき」との消極的要件の
該当性も問題になることがある点に注意を要
する。）。
　また、後見人と相続人との関係に問題がな
い事案であっても、相続人がいずれも遠隔地
にいる上に高齢であるような場合は、相続人
に預貯金を引き継いだ上で報酬の支払を受け
るにも相当な手間と費用を要することが見込
まれることから、かかる事態を防ぐための預
貯金払戻しについても、「相続財産の保存に必
要な行為」とみる余地があるものと解してい
る。
　一方、後見人と相続人との関係に問題はな
く、しかも相続人はいずれも近隣地にいると
か高齢とはいえないような事案では、後見人
による預貯金払戻しの方法によらずとも預貯
金を引き継いだ相続人から報酬が支払われる
ことが見込まれる以上、預貯金払戻しを「相
続財産の保存に必要な行為」とみることは困
難であるように思われる。

（2）  許否の判断は、申立時点において本人名
義の預貯金口座が凍結されているか否か
によって異なるか。

　本人名義の預貯金口座が凍結されていなけ
れば、裁判所の許可審判がなくとも、後見終
了時の応急処分や、相続人全員のための事務
管理を根拠として、預貯金の払戻しをして、
そこから報酬を確保することは可能だと思わ
れる。もっとも、預貯金払戻しの許可申立て
があった場合の判断は、申立時点において本

人名義の預貯金口座が凍結されているか否か
によって異なることはない。

相続人への資料の引継ぎ、 
相続人からの閲覧謄写申請の判断4

　従前から本人の親族（推定相続人）が後見
人に対し、正当な理由なくして攻撃的な態度
を示していた事案において、本人が死亡し、
後見人が当該親族に対して引継ぎを行う場合、
後見人の判断により、財産に関する報告書や
その裏付資料のみを引き継ぎ、当該親族への
開示は不相当であると判断した資料（当該親
族の行動や、それに対する後見人の意見等を
記載した報告書等）については引き継がなく
てよいか。また、当該親族から裁判所に対し、
後見人が提出した報告書の全てについて閲覧
謄写申請がされた場合、一般的にどのような
判断がされているか。
　後見人の任務終了に伴い、後見人は相続人
に対して管理計算を行う義務を負うが、その
内容は、「後見人の在職中に生じた財産の変動
を明確にし、現在額を計算すること」をいう
ものと解されている。かかる管理計算のため
の書面ないし資料以外に、相続人に対してど
のような資料を交付するかは、後見人の判断
に委ねられており、裁判所が判断すべきこと
ではない。ただし一般論としては、後見人が
相続人との関係で、管理計算に全く関わらな
い事項に関する資料の引継ぎを強いられる立
場にあるとは解されない。
　後見人が裁判所に提出した報告書の全てに
ついて相続人から閲覧謄写申請がされた場合
の判断であるが、これまでは、家事事件記録
が原則非公開であることから、相続人が遺産
分割協議を行うために必要な資料（例えば、
最終の財産目録及びその添付資料）のみを開
示することが多かったと思われる。しかし、
開示しないことでかえって親族に不信感を抱
かせる場合もあると思われたことから、最近
は、閲覧謄写申請を受けた裁判官が記録を確
認した上で、開示することに特段支障がない
と判断したものについては、後見人の意見を
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聴いた上で開示することもある。ただ、設問
のように、親族が従前から、正当な理由なく
して後見人に攻撃的な態度を示していたよう
な事案において、当該親族の行動やそれに対
する後見人の意見等を記載した報告書を開示
することは、後見人を無用な紛争に巻き込む
こととなるおそれがあり、裁判所から開示に
ついての意見を求められた後見人としては不
相当との意見を述べるであろうし、裁判所も
基本的には後見人の意見を尊重することとな
るため、開示しないという判断をすることに
なると思われる。

相続人が複数存在する場合に
おける引継ぎと
引継ぎ困難な場合の対応

5

　本人死亡後に相続人に相続財産を引き継ぐ
に際し、相続人が複数存在する場合であって
も、他の相続人の意向にかかわらず、相続人
のいずれか1人に相続財産を引き継げば足りる
か。相続人全員の合意により受領代表者を選
任するよう求めても、相続人間の対立が激し
いために受領代表者が決まらない場合は、ど
うすればよいか。
　元後見人が相続人のいずれか1人に引継ぎを
すると、後に引継ぎを受けなかった相続人か
らクレームを受けるなどして紛争に巻き込ま
れるおそれもあることから、相続人調査を行
った上で、相続人全員の合意によって受領代
表者を選任してもらい、その者に引き継ぐと
いう形をとることが多いようである。
　一方、相続人間の対立が激しい事案では、
受領代表者の選任を求めても選任できない場
合が多いと思われるが、既に財産管理権を失
っている元後見人が長期間にわたって相続財
産を管理することは相当でないため、そのよ
うな場合は相続財産管理人（民法918条2項）
の選任申立てを求めており、元後見人をその
まま相続財産管理人に選任することも多い。
なお、相続財産管理人申立てが相当な場合と
しては、①上記のように相続人間の対立が激
しく、受領代表者を選任できないような場合、

②相続人の一部が行方不明であったり、連絡
が取れなかったり、認知症のため判断能力が
なかったりする場合、③相続人全員が遠隔地
に在住していたり高齢であったりして、元後
見人からの引継ぎに協力できず、むしろ元後
見人による相続処理を望んでいる場合などが
挙げられる。

民法918条2項に基づく
相続財産管理人の選任6

（1）  元後見人が民法918条2項に基づく相続
財産管理人選任の申立てをするに際し、
戸籍資料や相続財産の裏付資料として、
どのような資料の提出を要するか。以前
に後見事件において本人の戸籍や不動産
登記事項証明書を提出していた場合であ
っても、新たに取得して提出する必要が
あるか。

　まず、本人（被相続人）が死亡したことの
裏付資料（死亡記載のある除籍謄本、後見登
記閉鎖事項証明書等）が必要であるが、これ
らは既に後見事件において取得しているはず
であるから、その写しを提出すれば足りる。
また、戸籍資料については、本人につき相続
人が存在することの裏付資料となるものであ
り（相続人が存在しない場合は、民法952条1
項に基づく相続財産管理人選任申立てが必要
となる。）、元後見人において相続人調査を行
っていれば提出は容易と思われるが、後見事
件において提出した戸籍の写しを提出すれば
足りる場合もあると思われる。相続財産の裏
付資料（不動産登記事項証明書等）について
は、元後見人が申し立てる場合は申立時に提
出する必要はないが、その場合は初回報告に
おいて提出を求めることになる。

（2）  民法918条2項に基づく相続財産管理人
の選任審判においては、手続費用は申立
人の負担とする旨の判断がされることが
一般であるが、申し立てた元後見人がそ
のまま相続財産管理人に選任された場合、
選任後に相続財産から手続費用の支払を
受けることはできるか。

講演録：東京三会合同研修会「成年後見実務の運用と諸問題」
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　設問のとおり、手続費用は申立人の負担と
する旨の判断がされることが一般であるが、
相続財産管理人の元後見人に対する支払の是
非は、相続財産管理人としての立場において
判断していただくことになる。ただし、この
場合における元後見人による相続財産管理人
選任申立ては、相続人全員のための事務管理
とみることができるし、その費用を元後見人
が自ら負担する理由に乏しいことから、相続
財産管理人が有益費とみた上で支払をしてい
る場合が多いものと認識している。

（3）  民法918条2項に基づく相続財産管理人
の権限は、民法952条1項に基づく相続
財産管理人の権限と同じであると考えて
よいか。

　いずれの相続財産管理人の権利義務につい
ても民法27条ないし29条が準用されているた
め（同法918条3項、953条）、法的には権限は
同一であるが、民法918条2項に基づく相続財
産管理人は、民法952条1項に基づく相続財産
管理人と異なり、相続人の法定代理人として
相続財産を現状のまま維持すべき立場にある。
そのため、例えば、相続財産に属する不動産
が存在する場合、民法952条1項に基づく相続
財産管理人であれば、相続財産の清算のため
に権限外行為許可を受けて売却に至るのが通
常であるが、民法918条2項に基づく相続財産
管理人の場合は、相続人全員が同意している
など特段の事情がない限り、裁判所が権限外
行為許可をすることは困難と思われる。

5 後見人一般

後見人の裁量1
（1）  連絡票を用いて裁判所に照会すると、後

見人の裁量判断に委ねる旨の回答を受け
ることが多いが、その場合、裁判所はど
こまで判断し、どの判断を後見人に委ね
ているのか。

　後見人が裁判所に照会する際には、必ず後
見人としてどのような方針を採ろうとしてい
るのかを示すようお願いしているところであ
るが、後見監督機関である裁判所が示された
方針について判断するのは、「その事案におい
てその方針を採ることが、後見人の裁量の範
囲内における判断といえるかどうか」という
ことだけである。この図でいえば、もし後見
人が方針Dで進めたいということを示してき
たら、裁判所としては、「この事案でそのよう
な方法を採ることは相当でない」と指摘する
ことになると思うが、後見人の示した方針が
この円の中にあると判断すれば、後見人が示
した方針以外に、もっと本人の利益になり得
る方法がないかどうかということは検討せず、
後見人の裁量判断に委ねる旨を回答すること
になる。この円の中で考えられる方針のうち
どの方針を選ぶかは、後見人がその裁量に基
づき、責任をもって最終的に判断すべきこと
である。
　ただし、後見人の裁量は相当に広いといわ
れているし、実際のところ、専門職後見人か
ら方針Dが示されるということはほとんどな
い。ほとんどの専門職は、この円の中でどの
方針が本人の利益となり得るかを合理的に判
断した上で、方針を定めていると認識してい
る。

（2）  後見人の裁量との関係で、裁判所に事前
に照会すべき場合、臨時に報告すべき場
合、定期報告時に併せて報告すれば足り
る場合の区別については、どのように考
えるべきか。

　（1）の説明からご理解いただけると思うが、
後見人が事前に裁判所に照会することに意味
がある場合とは、親族間対立が激しい事案を
除けば、自分が立てた方針が後見人の裁量を
超えている可能性があると判断した事案ぐら

後見人の裁量の範囲外
後見人の裁量の範囲内

方針D
方針A

方針B 方針C
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いだと思う。しかしながら、専門職が裁判所
に事前照会する場合に、後見人としての裁量
を超えている可能性があると判断している事
案などはほとんどないだろうと思われ、事前
照会する意義に乏しいものがほとんどではな
いかと思われる。今後は、以上の説明を踏ま
えて、裁判所に対する事前照会の要否をご判
断いただきたい。
　以上のとおり、現在、後見人から事前照会
を受けていることの多くは、事後の報告で足
りるものであり、しかも、基本的には年1回の
定期報告の際に報告していただければ足りる
ことであると考えている。定期報告以外の時
期に、臨時に報告していただくべき場合とし
ては、その事実を報告することで裁判所のそ
の後の監督方法等が異なり得ると思われる場
合（例えば、流動資産が高額となったため、
後見人に対して信託希望確認が行われたり、
監督人選任が検討されたりする可能性がある
場合）等が挙げられる。

後見人等候補者名簿の
登載・非登載と専門職・非専門職2

　今はまれだと思われるが、選任時点で後見
人等候補者推薦名簿に登載されていない弁護
士を後見人に選任する場合は、一律に非専門
職として扱うのか。一方、選任時点では名簿
に登載されていたが、後見人在任中に名簿登
載要件である年齢を超過したために名簿に登
載されなくなった場合、その時点で一律に非
専門職として扱うのか。それらの運用は、ど
のような根拠によるのか。

（1）  まず前提として、後見センターでは、専
門職団体が作成した後見人等候補者名簿

（以下、単に「名簿」という。）の登載者
については、一律に「専門職」として扱
っている。専門職という概念は、主に不
正防止の観点から、裁判所による監督の
在り方を定めるに際して用いている概念
であって、専門職であるか否かはあくま
で内部的な区分けにすぎないのであるが、
専門職でなければ、弁護士等の有資格者

であっても親族後見人と同一に扱うこと
となるため、支援信託の利用や、監督人
の選任等に関する運用等が異なることに
なる。

（2）  設問についてみると、名簿非登載の弁護
士が手続代理人となり、更に自身を後見
人候補者として後見開始を申し立てる例
は時折みられる。そのような場合に当該
弁護士を後見人に選任することもあるが、
後に名簿に登載されるなどの事情がない
限り、その後見人は弁護士であっても非
専門職として扱われることになる。一方、
選任時点では名簿登載の専門職であって
も、後見人在任中に名簿登載要件を失っ
たことで名簿に登載されなくなった場合
は、基本的には後見センターがその事実
を把握した時点で、弁護士であっても非
専門職として扱うことになる。かかる運
用は弁護士に限るものではなく、司法書
士など他の専門職についても同様である。

（3）  後見センターがそのように、名簿の登載・
非登載によって運用を異にしているのは、
名簿登載者は、所属団体において名簿に
登載されるために継続的に必要な研修を
受講しており、また、所属団体による事
実上の監督の下にあることを重くみてい
ることによるものである。今年3月には、
日弁連から各弁護士会に対し、名簿の活
用の在り方について家裁に協議の申入れ
を行うよう要請があり、これを受けて後
見センターも東京三弁護士会と協議を行
った。また、成年後見制度利用促進基本
計画においても、専門職団体に対しては、
名簿の整備が求められているとともに、
家裁との間で不正防止に向けた緊密な連
携が期待されている。このようなことか
ら、今後基本計画に基づく施策が推進さ
れていくに伴い、裁判所はこれまで以上
に、専門職団体作成の名簿ないしは名簿
登載の有無を重くみていくことになると
思われる。

講演録：東京三会合同研修会「成年後見実務の運用と諸問題」
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後見人解任申立てがされた
場合の審理3

（1）  親族から後見人解任申立てがされたが、
従前の経緯や申立書の内容からして、申
立てに理由がないことは明らかと思われ
たにもかかわらず、裁判所からは申立人
への開示を前提とした反論書の提出を求
められた。一般的に、後見人解任申立て
がされた場合は、どのような審理を経て
判断に至っているのか。

　設問のとおり、裁判所からみても、申立時
点で判断の方向性がある程度見えているよう
な事案であっても、後見人にはまずは反論を
求め、後見人から反論書が提出されたら申立
人に再反論の機会を与えた上で判断するとい
う形をとっているのが一般である。
　ところが、書記官が専門職後見人に対し、
解任申立書を閲覧謄写して反論するよう求め
たのに対し、後見人から、「なぜ、このような
明らかに理由のない解任申立てに対して反論
しなければならないのか。裁判所の方でさっ
さと却下してくれればいいではないか。」とい
う反応を示されることがある。従前の後見人
からの報告内容や申立書の内容に鑑みれば、
そのような反応も理解できるところであるが、
裁判所が中立性のみならず中立らしさをも堅
持し、双方の言い分を聴いた上で判断を示す
ことが、その後の円滑な後見事務の遂行につ
ながることもあると判断した上での進行であ
るので、ご理解をいただきたい。

（2）  反論に際しては、従前の定期報告の際に
提出した資料であっても、改めて提出し
なければならないのか。

　反論書を提出する際に注意していただきた
いのは、解任事件の記録と、もともとの後見
事件の記録は別だということである。解任申
立てに対する判断は解任事件の記録のみによ
って行うことになるので、反論の裏付資料は、
後見事件の報告の際に提出したものであった
としても、改めて提出し直していただきたい。
　なお、反論書の中で、「平成〇年〇月〇日付
け後見等事務報告書○頁参照」というように、

後見事件の報告の際に提出した資料を特定し
て引用する場合は、当該資料を事実の調査の
対象とするので、改めて提出し直す必要はな
い。しかしながら、事実の調査の対象とした
書面等は申立人に閲覧謄写の機会を与えるこ
とになるため、反論書において資料を引用す
る場合は、その点に注意していただきたい。

6 裁判所からのお知らせ

印鑑証明書の交付申請に際して
の注意点

　平成30年1月1日より専門職後見人等が届け
出た印鑑（職印）に関する書記官名の証明書
を交付する運用を開始する。そこで、本日は、
印鑑証明書の交付申請に際して注意していた
だきたい点をお伝えしたい。

印鑑届及び後見登記事項証明書
コピーの提出と一緒に申請を1

　申請をする際には、印鑑届の提出と3か月以
内に発行された後見登記事項証明書のコピー
を一緒に提出していただく必要があるので、
ご協力をお願いしたい。開始登記が未了の場
合や未成年後見の場合には、後見登記事項証
明書コピーの提出は不要である。

印鑑届は所定の書式を使用して 
提出を（申請書は適宜の書式で可）2

　東京家裁後見センターにおいて使用する印
鑑届の書式は最終頁（P18）のとおりであり、
必ずこの書式を使用した印鑑届の提出をお願
いしたい。冒頭の事件番号は、追加選任され
た場合でも常に開始事件番号（一緒に提出し
ていただく後見登記事項証明書に記載されて
いる事件番号）を記載すること、本人と後見
人等の各氏名と住所を記載すること、本人と
後見人等の種別を○で囲むこと、をお願いし
たい。また、□の枠の中には届出をする印鑑
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を押印していただくことになるが、その際に
は、濃くかつ鮮明な印影になるよう注意して
いただきたい。この印鑑届の写しを作成・添
付して証明書を作成することになるため、印
影が薄かったり不明瞭だったりして証明書の
作成に支障が生じるような場合には、印鑑届
の出し直しをお願いせざるを得なくなること
から、印影については鮮明なものになってい
るかを確認していただきたく、この点は特に
お願いしたい。
　今回掲載した書式は後見人等の書式であり、
監督人用の書式は別に用意しているので、監
督人として印鑑証明書が必要な場合には、そ
ちらを利用していただきたい。書式のデータ
は、所属する弁護士会から適宜取得して、使
用していただきたい。
　なお、印鑑証明「申請書」については、特
に所定の書式はないので適宜申請していただ
いて構わない。

印鑑届に記載する本人情報及び
後見人等情報は後見等登記と 
一致しているか確認を（後見等 
登記に戸籍名が登録されている
場合は、印鑑届の後見人等氏名 
欄に通称名と戸籍名の併記を）

3

　印鑑届に記載していただく本人情報及び後
見人等情報は、一緒に提出していただく後見
登記事項証明書コピーにある記載と一致して
いるかを、申請前に必ず確認するようお願い
したい。その前提として、後見等登記には最
新の情報が登録されているか、変更事項があ
れば変更登記手続がなされているかについて
も、事前に確認していただきたい。また、後
見等登記に戸籍名が登録されている場合は、
印鑑届の後見人等氏名欄に通称名と戸籍名を
併記するようにしていただきたい。

必要な事案において、
必要な場面に至ってから申請を4

　印鑑証明書は、基本的には法務局に提出す

るために必要なものと理解している。そうす
ると、不動産登記申請に際して取得できれば
必要十分と考えているため、専門職後見人等
においては、必要な事案において、必要な場
面に至ってから、印鑑届の提出と印鑑証明書
交付申請をしていただきたく、ご協力をお願
いしたい。
　また、裁判所発行の印鑑証明書を使用する
メリットは、市区町村発行の印鑑証明書と異
なり、自宅住所を明らかにする必要がないと
いう点にある。このため、既に本人や親族等
が自宅住所を知っているような場合、継続事
案において既に後見等登記に自宅住所が登録
されているような場合、後見人が法人である
ような場合には、特に裁判所発行の印鑑証明
書を取得するメリットはないと思われる。し
たがって、必要がなければ印鑑届を提出する
ことは控えていただきたい。

後見人等としての
資格証明については従前どおり
別途証明書等の取得を

5

　今回発行する証明書はあくまで「印鑑」に
関する証明書であって、後見人等としての資
格を証明するものにはなっていない。したが
って、資格証明については、従前どおり後見
登記事項証明書や選任審判書謄本を別途取得
する必要があることに、ご留意いただきたい。
　最後に、不動産の所在によっては東京以外
の法務局に不動産登記申請をすることも考え
られるが、東京以外の法務局については、裁
判所発行の印鑑証明書をどのように取り扱う
か確認ができておらず、従来どおり市区町村
発行の印鑑証明書の提出を求められることも
あると思われるため、その点はご理解いただ
きたい。 

講演録：東京三会合同研修会「成年後見実務の運用と諸問題」
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講演録：東京三会合同研修会「成年後見実務の運用と諸問題」




