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橋本先生

第２ 本人のニーズに合わせた任意後見契約を検討する
フローチャート～本人のニーズの確認

任意後見契約の三つの形態1

任意後見契約を補完する契約2

(1) 発効前のサポート

(2) 死後のサポート

(3) その他

＜任意後見契約の
　　　　発効前＞　

＜委任者の
   判断能力低下＞　

＜委任者の死亡＞　

(1)「将来型」
　 任意後見契約

(2)「移行型」
　 任意後見契約

(3)「即効型」
　 任意後見契約

①継続的見守り契約

継続的見守り契約発効 財産管理等委任契約発効

任意後見契約発効

死後事務委任契約

死因贈与契約､ 遺言

②財産管理等委任契約
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橋本先生

1 任意後見契約の三つの形態

(1) 「将来型」任意後見契約
(2) 「移行型」任意後見契約
(3) 「即効型」任意後見契約
(4) 問題点

任意後見契約では、その契約の形態で三つに区別されています。
1つ目として、現在においては生活上特に支障を感じておらず、将来判断能力が低下

した際に任意後見契約の発効を予定する「将来型」任意後見契約（以下「将来型」と
いいます。）があります。
2つ目に、例えば委任者が一人暮らしのため、日々の生活において不安を感じている

場合や、自らの財産管理上又は身上保護上何らかの支障がある場合に、将来の任意後
見契約が発効するまでにおいても、現在の状況を支援するため、任意後見受任者に対
して一定の代理権を与えた上で、将来予定する任意後見契約と一体として契約をする
「移行型」任意後見契約（以下「移行型」といいます。）があります。
3つ目に、既に判断能力の低下の傾向が認められる状況で、本人が任意後見契約によ

る身上保護・財産管理事務を開始させたい意向がある場合に、任意後見契約の締結後
速やかに、任意後見監督人選任申立てをする「即効型」任意後見契約（以下「即効型」
といいます。）といわれる形態があります。
以下、三つの形態について説明します。

(1) 「将来型」任意後見契約

任意後見契約を締結するに当たり、現状、本人が特に不安や問題意識を感じてなく、
支援を希望していない場合には、将来、判断能力・事理弁識能力が低下し、任意後見
契約が発効するまでの法的支援をしない「将来型」任意後見契約があります。
契約には、将来、委任者の判断能力等が低下した場合に、任意後見受任者は、任意

後見監督人の選任申立てをする旨の条項が規定されますので、任意後見受任者が、委
任者の判断能力に配慮し、適切な時期に任意後見監督人選任申立てを行わない場合に
は、契約上の債務不履行責任を負うことになります。

第２編 第１章 相談・受任
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千貝先生

(6) 委任者が75歳になったら、見守り契約を勧める

委任者と受任者双方のためにも、任意後見契約と同時に見守り契約も締結できるこ

とが一番良いのですが、いろいろな事情から、見守り契約を締結していない場合もあ

ります。その場合、委任者が後期高齢者に当たる75歳になったら、見守り契約を締結

して、定期的な見守りをすることをお勧めしましょう。「平成29年版高齢社会白書（概

要版）」第1章第2節の「3 高齢者の健康・福祉」によると、高齢者の要介護者等数は、

特に75歳以上で割合が高く、75歳以上で要介護の認定を受けた人は75歳以上の被保険

者のうち23.5％を占める、とあります。年齢が上がるごとに認知症有病率も高くなっ

ていくため、本人の事理弁識能力の状況をチェックするためにも、電話や面会を含め

た見守り契約が必要になります。

ケーススタディ

Ｑ 感染症流行の影響で、見守り契約をしていても、特に施設に入居している高齢

の委任者とは面会ができません。どうすればよいでしょうか。

Ａ 2020年から数年間流行したCOVID―19の影響で、面会禁止の施設や病院は多

くあります。面会の代わりに電話で話したり、オンライン面会が可能ならオンラ

インで顔を見て話をしましょう。また、委任者の了解を得て、施設や病院の担当

者に、委任者の事理弁識能力に変化がないかを尋ねてみましょう。

(7) 継続的な財産管理を委任されている場合は契約どおりに行う

任意後見契約発効前でも、例えば委任者の身体的な病気や障害により、委任者が金

融機関等へ出掛けることが困難なため、継続的な財産管理を委任される契約もありま

す（移行型）。この場合、その財産管理についてチェックするのは、一般的には委任者

自身です。前記(5)に記載したように、受任者は現金出納帳を記載し、領収書を保管し、

定期的に委任者に報告します。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートでは、財産管理等委任契約の契

約時には、法人として、契約内容等をチェックし、その後受任者に対して3か月ごとの

報告を義務付けています。

第２編 第３章 任意後見契約発効前の事務
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千貝先生

ケーススタディ

Ｑ 財産管理等委任契約をした場合は、委任の範囲は、委任者の全ての財産に及ぶ

のでしょうか。

Ａ 任意後見契約に付随する財産管理等委任契約は、委任者の、生活・療養・福祉

のために必要な財産を管理し、委任者が安心して生活できるように支援するもの

であり、そのために必要な権限を委任されるものです。必要以上に財産管理の権

限の範囲を広げることは、財産管理等委任契約利用の趣旨に反するため、基本的

には、一部の財産に関する委任に限定する内容になります。

2 委任者の事理弁識能力の低下を把握する工夫

(1) 親 族
(2) 地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、市区町村、中核
機関、社会福祉協議会等

(3) 介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、かかりつけ医療
機関

(4) 民生委員、近隣住民、友人
(5) 金融機関
(6) 委任者について情報を共有する

委任者の事理弁識能力が不十分になった時には、任意後見受任者は、家庭裁判所に

任意後見監督人選任の申立てを行う必要があります。そのためには、任意後見契約後、

受任者が委任者の事理弁識能力を把握できるような環境を作る必要があります。

見守り契約を締結している場合は、定期的に面談を行いますが、面会時間は通常1時

間程度であることが多く、受任者がその時間内で、委任者の事理弁識能力に問題があ

るかないかを把握するのは難しいと言わざるを得ません。

高齢者や障害者が委任者の場合、次の(2)、(3)に掲げるような機関と既につながっ
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松尾先生

【参考書式4】親族への通知書

ご 連 絡

〇〇〇〇様のご親族様
令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇様任意後見人 △△△△
電 話 〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇

冠省
当職は、令和〇年〇月〇日付をもって、〇〇県〇〇市〇丁目〇番地に居住されておりま
す〇〇〇〇様の任意後見人に就任した△△△△と申します（別紙登記事項証明書をご確認
ください。）。

〇〇〇〇様と当職は、平成〇年〇月〇日に任意後見契約を締結しておりましたが、最近
になって〇〇〇〇様の判断能力の低下が見られたため、□□家庭裁判所に任意後見監督人
選任の審判の申立てをし、その選任審判を受け、今般、任意後見契約が発効されました。

〇〇〇〇様は、現在、ご自宅にてヘルパーサービスを受けながら生活をされております。
ただし、ご自宅での生活が困難になってきたため、施設への入所を検討しているところで
す。

当職は、今後、〇〇〇〇様の財産を管理し、また行政や病院・介護施設等への書類提出
等の任意後見人事務を遂行してまいりますが、〇〇〇〇様の心身上の問題や生活状況の問
題に関して、ご相談をさせていただく場面もあろうかと思います。その際は、どうぞよろ
しくお願いいたします。

まずは、任意後見人就任のご挨拶を兼ねて、ご連絡を差し上げました。お問い合わせ等
がございましたら遠慮なくご連絡ください。また〇〇〇〇様に面会をご希望の場合もご連
絡ください。

以上、よろしくお願い申し上げます。
早々

別紙 〔省略〕
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舟木先生

1 財産管理を監督する

(1) 事務の監督のポイント
(2) 通帳の管理と支出の内容の検討
(3) 預り金・立替金の管理
(4) 分別管理の徹底

任意後見監督と法定後見監督の大きな違いは、任意後見監督が、本人があらかじめ
任意後見契約やライフプランなどで示している意思に沿って任意後見人が適正に財産
を管理しているかどうかを監督することにあります。例えば、法定後見では、財産を
贈与することは、本人の財産を減少させることになり、原則として認められませんが、
任意後見契約の中に財産を贈与する旨の指示があれば、本人の財産状況に大きな影響
を与えない限りは認められることになります。任意後見監督人は、就任当初に確認し
た契約の内容、本人の意思を意識しながら監督業務を行います。

(1) 事務の監督のポイント

① 時 期
任意後見人が任意後見監督人に対し報告を行う時期や形式については、契約書の
中に「〇か月ごとに書面で報告する」というように定めがあればそれに従います。
しかし、それがないときは、任意後見契約に関する法律7条2項に定めるように、任
意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し、事務の報告を求め、又は任意後見
人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができるため、適宜、報告を求
めることとなります。
就任直後は、財産管理に慣れていないことが多いため、3か月ごとといった、比較
的短い期間で報告を求めるようにしましょう。任意後見人が慣れてくれば、頻度を
減らすこともできるでしょう。もちろん、定期報告以外にも、報告を求めることが
できます。

② 持参してもらうもの
通帳のほか、初回の面談時に指示した、業務日誌、金銭出納帳、領収書などの書
類を持参してもらいます。領収書については、初回は全て持参してもらった方がよ
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〔NIN0028〕【東陽(幸内)】

236

2頁



任意後見実務･奇数 B5･柱罫有･01A．honbun･14Q×38倍×横1段･25Q×33行･無線綴じ･セット済

舟木先生

いでしょう。日用品費など、大きく変動しないことが確認できれば、ある程度、省
略していってもよいでしょう。

(2) 通帳の管理と支出の内容の検討

報告の際は、必ず、最新の状態に記帳をしてきてもらい、業務日誌や金銭出納帳、
領収書等と照らし合わせながら出入金を確認します。金融機関によっては、長く記帳
しないと合算して記帳されてしまうこともありますので、そのようなときは履歴を取
得してきてもらい、漏れがないように細かく見ていきましょう。ネットバンキングの
ときは履歴をプリントアウトしてきてもらい、確認します。
通帳から出金された項目については、業務日誌や金銭出納帳で項目を確認しますが、

できれば、通帳の記載の横に鉛筆書きや付箋で使途を記入してもらうとよいでしょう。
支出の内容が適正であるかも確認します。例えば、本人の介護度が上がり、より手

厚い介護サービスを受けることになり、支出の内容や金額が大きく変わっているとき
は、任意後見人から事情を聞き、そのサービスを受けることが適当であるか、その費
用の支払が、本人の収支へもたらす影響がどうであるか、などを検討しましょう。

アドバイス

〇支出の内容が適正であるかの判断に迷うとき
支出の内容が適正であるかの判断に迷ってしまうことがあります。例えば、親族が任
意後見人であり、介護度が上がってしまった本人の移動のために車の買替えを検討する
とき、その金額があまりに高く、贅沢ではないかと思うことがあります。そのようなと
きは、本人は納得しているのか、本人の財産の全体から見てどうなのか、また、本人が
これまで購入してきた車のレベルはどうであったか等を検討します。任意後見監督人自
らの価値観で、一概に「不適当」と決めつけることのないように注意しましょう。

ケーススタディ

Ｑ 親族の任意後見人から「本人は旅行好きだったので、旅行に連れて行きたいと
思っているが、費用を本人の財産から出してもいいか」と質問を受けました。ど
のように対応すればよいでしょうか。
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舟木先生

Ａ 法定後見の場合は、本人の生活の質の維持や向上につながるものであれば、支

出は認めてもよいとする一方、同行した者の費用については、慎重に判断すべき

とされています。収支に余裕があるかどうかにもよりますが、本人の費用は本人

の財産から支出し、同行者については、認めないとする扱いが多いでしょう。

それに対して、任意後見の場合は、あくまでも契約書にある本人の意思を尊重

することが重要ですので、契約書に添付されているライフプランなどの中に「私

は旅行が好きですので、私の身体的な状況が許す限り、私をできるだけ旅行に連

れて行ってください。その時にかかる費用は私の財産から全て支払ってくださ

い。」などの文言があれば、全く問題はありません。しかし、そのような文言がな

ければ、法定後見と同様に考えるのが適当と思われます。

(3) 預り金・立替金の管理

任意後見人が預り金を管理している場合、不必要に多額の金銭を預り金として管理

していないかを確認します。もし、そのようなことがあったら、なぜその金額を管理

する必要があると考えるのか、任意後見人の意見を聞いた上で、適正な金額を決める

ようにしましょう。

また、任意後見人が本人の費用等を立て替えて、それを本人の財産から引き出さな

いまま、多額の立替金があることもあります。立替金がかさむうちに、忘れてしまっ

たり、記録を紛失したりしてしまうことのないように、その都度、日誌や金銭出納帳

に記録し、立替金は、できるだけ即座に本人口座から引き出すように指導しましょう。

アドバイス

〇葬儀代を先に出金して確保しておく必要があるか
本人の通帳から多額の出金があったため、推定相続人でもある親族の任意後見人に使
途を尋ねたところ、本人死亡後には通帳が凍結されてしまうので、あらかじめ葬儀代を
出金して、自分の口座で管理していると答えました。葬儀費用については、本人死亡後、
自分が相続人の一人であり、金融機関に葬儀のための出金であることを届け出れば、凍
結後も出金が可能です。任意後見人が自分の口座で多額の預り金を管理すると、私的な
預金と混同してしまうかもしれず、また、そうなると、任意後見監督人として監督する
ことが難しくなりますので、そのことを説明してやめてもらうようにしましょう。
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(4) 分別管理の徹底

任意後見人は、本人の財産を、個別に管理しなければなりません。しかし、任意後

見人が同居の親族である場合、さらに、本人が任意後見人の生活費を出しているよう

な関係の場合には、分別管理が大変難しいことがあります。そのようなときは、任意

後見人と一緒に細かく支出を精査して、分別管理のための支援をすることが重要です。

ケーススタディ

Ｑ 本人は夫と死別し、長女と次女がいます。次女は結婚して独立し、本人と同居

している長女が任意後見人となりました。長女は無職で収入がなく、これまでも

本人の面倒を見ながら本人の年金で生活していました。本人には多額の預金があ

り、任意後見人である長女は、本人の財産の中から自分のための支出もしていま

す。このような場合、どこに注意すればよいですか。

Ａ 本人は、これまで長女の生活費を支払って養ってきており、これからも引き続

き長女に面倒を見てもらいたいという思いで、契約をしたものと思われます。し

かし、見方によれば、任意後見人になれば、本人の財産を自分のいいようにでき

ると誤解されることもあるでしょう。任意後見監督人が選任された以上、本人の

財産は、このような場合であっても、本人のための支出と、任意後見人である長

女のための支出にきちんと分別して管理することが求められます。

まず、年間の収支を計算します。そして、支出の全体を、本人の介護費用など

の本人固有の支出と、水道光熱費や食費などの、本人と長女の共通の支出、そし

て、長女の固有の支出の三つの種類に分別します。そして任意後見人である長女

の固有の支出は、本人の全体の財産から見て適正であるかどうかを判断します。

例えば、本人固有の支出と共通の支出で収入のほとんどを使ってしまうような

状況であるならば、任意後見人固有の支出は、できるだけ抑えることが必要とな

るでしょう。しかし、一概に全てを禁止するということではなく、預金の額やこ

れまでの生活の仕方なども考慮しながら、本人や任意後見人と話し合いをしてい

く必要があるでしょう。

また、任意後見契約書の中に、任意後見人に対する報酬の定めがあれば、それ

が長女の収入といえますので、長女の固有の支出は、そこから支出してもらうよ
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