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                                                        平成２５年 6 月２9 日発行 第１3 号 

  

 

東中野図書館 個性づくりテーマ展示《第１3 回》 

 

ご存知ですか、成年後見制度 

 
・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 

 

 

 

☆展示期間：平成２５年 6 月２9 日（土）～８月２9 日（木） 

                 

☆展示場所：東中野図書館３Ｆ 法務情報コーナー 

 

☆問い合わせ：東中野図書館 

       中野区東中野１－３５－５ 

       ０３（３３６６）９５８１ 

 

２０００年（平成１２年度）４月１日、認知症や知的・精神障害など

で判断能力の不十分な人を保護するため、成年後見制度が始まりまし

た。 

これからの生活に不安や悩みを抱えている人や、身近な場所で気にか

かる人がいる皆様のご参考になればと思います。 
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 成年後見ってどんな制度？ 

  

 

判断能力の見分けかたは？ 

 認知症や障害などで、判断能力が不十分な人が不利益を被らないために、法律面や生

活面で保護や支援する人を付けてもらう制度です。現有の判断能力の程度の違いによっ

て、【補助】【保佐】【後見】と支援の内容が多少異なります。 

後見人はどうやって選任されるの？ 

   本人・配偶者・４親等内の親族の他、市町村長から、本人が実際に住んでいる住所を

管轄する家庭裁判所に、申し立てをすることができます。 

       成年後見人が選定されたケース  

〈例１〉 判断能力が不十分な人の預貯金の払い出し手続きをする 

〈例２〉 高齢者が悪徳商法に騙されたときや、騙されないようにするため 

〈例３〉 判断能力が不十分な人を含めて、遺産分割協議が必要になった  

〈例４〉 認知症の親の生活費にあてるために、土地を処分する時 

〈例５〉 知的障害のある子の将来が心配な時 

 

できない 

補助が必要な場合がある 

日常生活に必要な買い物を一人でできるか？ 

できる 

  □ 不動産の売買・賃貸貸借 

  □ 自動車の購入 

  □ 金銭の貸借等の重要な行為 

    これらの行為ができるか？ 

「自己の財産を管理・処分する   
 ことができない」 

▼ 
 だれかに代わってやってもらう 

成年後見人の支援 

「自己の財産を管理・処分 
 するには常に補助が必要」 
   

補助人の支援 保佐人の支援 

できない 

できるかもしれな
いが自信がない 



2 

 

どんな仕事を成年後見人はすればいいの？ 

 

どんなことに注意したらいいの？ 

 

 

 大きく分けると“財産管理”と“身上監護”です。またそれらの状況を記録し、家庭裁判所に

報告することも大切な職務です。 

 

就任したら  後見人の資格を証明する「登記事項証明書」を取得し、市町村や金融機関に対し 

「後見届」を行う。財産調査、目録作成、家庭裁判所に報告書を提出する。 

財産管理    現金や預貯金の通帳の保管、年金の受取り、税金、生活費、家賃、入院費用の支

払いなどの入出金の管理と記録をする。  

             また、不動産や自動車など財産の管理をする。                   

身上監護   治療や入院に関する諸手続き、住居の賃貸借契約、施設等の入退所の手続き、 

要介護認定の手続き、施設や病院の処遇や、介護サービスの内容を監視し、本人

に不利益がある場合には改善を要求する。 

訪問などにより生活状況を見守り、必要に応じて手当する。 

報告書提出  本人の生活状況、財産の状況を定期的に家庭裁判所に報告する。 

 意思を尊重する  

 本人の意思と残された能力を最大限に尊重して、「不足なところを補う」心構えで。 

 財産を混同しない  

 現金や通帳を家族や後見人と共通にせず、明確に被後見人分のみとして管理する。 

 財産を危うくしない  

 資産を元本保証のない投資などに使わない。 

 管理を怠けない  

 後見人としての職務を期待されて選任されていることを忘れず、難しいことは司法書  

士などの専門家の力を借りることもできます。 

 
ご本人が最も良い生活を送れるよう支援しましょう 

『これで安心！これならわかるはじめての成年後見』 

 成年後見センター・リーガルサポート/編著 日本加除出版 2009 年 
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 オススメ展示図書 

『住田裕子の老後安心相談所』 ３２４．７ ス 

住田 裕子／編著 日本経済新聞出版社 ２００９年 

 

 私たちがゆとりある老後を過ごすには、何を準備すれば良いのでしょうか。様々なこと

が考えられるでしょう。その中でもよくある悩みは、老後の資産に関してではないでしょ

うか。 

そんな悩みに分かりやすく答えてくれるのが、こちらの本です。 

Ｑ＆Ａ形式による簡潔な文章が、あなたの生前から死後のお金の悩み解決に一役買うでし

ょう。 

『ガイドブック成年後見制度』 ３２４．６ シ 

 成年後見センター・リーガルサポート／監修 法学書院 ２０１１年 

 

 最近、ニュースでも話題になることの多い“成年後見制度”。施行から１3 年目を迎え、

少しずつ私たちの生活にも定着してきました。 

 とはいえ、実際この制度を利用することになった時、私たちは何をどうすれば良いので

しょうか？ 

 この本では、一組の家族の例を通して成年後見を“頼む側”と“頼まれる側”に生じる

様々な疑問や注意点をとても分かりやすく解説してくれます。 

『Ｑ＆Ａ 成年後見の財産管理』 ３２４．６ ヌ 

 額田 洋一／著 学陽書房 ２０１２年 

 

 高齢、病気やケガによる入院、認知症ｅｔｃ・・・。自分で財産の管理をするのが難し

くなった時、私たちはどのようにしてその大切な財産を守れば良いのでしょうか？ 

 成年後見制度の“知識”と“実務”を詳しく解説してくれるのがこちらの本です。 

“本当に必要になるその前に！”一読しておけば役に立つ、おすすめの一冊です。 
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書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

活用しよう！任意後見 寳金 敏明／監修 日本加除出版 2011 324.6 カ 

ガイドブック成年後見制度 
成年後見センター・リーガ

ルサポート／監修 
法学書院 2011 324.6 シ 

成年後見教室 実務実践編 
成年後見センター・ 

リーガルサポート／編著 
日本加除出版 2013 324.6 セ 

わかりやすい成年後見・権利擁護 村田 彰／編 民事法研究会 2013 324.6 ワ 

すぐに役立つ一人になっても大丈夫！ 

遺言書の書き方と生前契約書のしくみ 
若林 美佳／監修 三修社 2011 324.7 ス 

住田裕子の老後安心相談所 住田 裕子／編著 
日本経済新聞 

出版社 
2009 324.7 ス 

いざという時に困らないシニア法律相談 高岡 信男／著 三修社 2012 367.7 イ 

親のお金の守り方 北見 久美子／著 朝日新聞出版 2012 367.7 キ 

おひとりさまが死ぬまで 

自立して生きるための本 
榊原 秀剛／著 パブラボ 2012 367.7 サ 

おひとりさまの「法律」 中沢 まゆみ／著 法研 2008 367.7 ナ 

障害者自立支援法がよ～くわかる本  福祉行政法令研究会／著 秀和システム 2011 369.2 シ 

認知症ケアができる人材の育て方 田中 元／著 ぱる出版 2011 493.7 タ 

  

  

 

【展示図書リスト】 

『成年後見制度とは・・・』 324.6 セ 

東京都社会福祉協議会／編 東京都社会福祉協議会 20１３年 

 

 「時間がない」、「自分たちにも使えるのか」、まずは簡単に知りたい方は

こちらを読んでみてはいかがでしょうか。 

 初めての方にも図解を交え、押さえておきたいポイントを３２ページに凝

縮したものとなります。 他の本に比べると、とてもコンパクトにまとまっ

ています。 

 「今、知っておきたいこと」を知る手がかりとして、ご利用ください。 

☆このリストのほかにも多数取り揃えております☆ 
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成年後見制度の法律について調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

成年後見制度 ／ 法定後見制度 ／ 任意後見制度 ／ 後見登記 ／ 

家庭裁判所 ／ 後見人 ／ 保佐人 ／ 補助人 ／ 高齢者 ／ 

認知症 ／ 障害者福祉 ／ 財産管理 ／ 老後 ／ 生前契約 

 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

 

『中野区立図書館ホームページアドレス』 

                       http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

              ・・・中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で 

                 調べてみましょう。 

 

 『中野区立図書館ホームページアドレス（携帯）』 

                      http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/ 

              ・・・中野区立図書館のホームページの携帯版。 

 

『東京都立図書館統合検索』 

                       http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

              ・・・東京都内の公立図書館の蔵書について一括して検索できます。 

 

３．雑誌・新聞で調べる 

東中野図書館では、雑誌・新聞は 2 階にございます。 

 

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

☆日経新聞縮刷版は過去 10 年分ございます。 

 

雑誌 『ジュリスト』 有斐閣 

   『ｆａｒｏ』 司法の窓 （中央図書館） 

『ｆａｒｏ』１３年 春号にて、特集「成年後見制度って何？」が組まれています。 

 

http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
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４．基本的な情報を調べる 

●テーマの棚を調べてみましょう。 

分野 分類記号 分野 分類記号 分野 分類記号 

後見・保佐 324.6 高齢者 367.7 公的扶助 369.2 

 

●テーマに関する図書で調べてみましょう。 
 

『家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務』 ３２４．６ カ 

    片岡 武／著 日本加除出版 ２０１１年 

『社会保障便利事典 平成２５年版』 ３６４ シ １３ （江古田図書館） 

    週刊社会保障編集部／編 法研 ２０１３年 

 

 

５．用語や事例について調べる 

言葉の意味などを調べてみましょう。 

 

『現代用語の基礎知識 ２０１0』 ０３１ ゲ １０ 

      自由国民社 ２01０年 

★インターネットで探す 

 『裁判例検索 － 最高裁判所 －』  http://www.courts.go.jp 

・・・最高裁が提供する裁判例検索システム。裁判所名・事件番号・裁判年月日等で検索可能。 

 

 

６．関連機関を活用する 

関連機関で成年後見制度に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

『中野区成年後見支援センター』  http://www.nakanoshakyo.com/ 

・・・中野区中野５－６８－７ スマイルなかの 3 階 TEL:０３－５３８０－０１３４ 

  受付 月～土曜日 午前 9 時から午後 5 時 （日曜・祝日・第 3 月曜日、年末年始は除く） 

 

『東京都家庭裁判所後見サイト』  

                      http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html 

  ・・・東京都家庭裁判所及び立川支部における後見に関する手続きのご案内をしています。  

 

 『法務省』  http://www.moj.go.jp/ 

・・・成年後見制度以外に、成年後見登記制度についてもご案内しています。 

 

 

中野区東中野図書館 

2013年 6月 29日作成 

http://www.courts.go.jp/
http://www.nakanoshakyo.com/
TEL:０３－５３８０－０１３４
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html
http://www.moj.go.jp/
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東中野図書館からのお知らせ 

「たなばた」おはなし会 

 

日時：２０１３年７月３日（水） １５：３０～１６：３０ 

場所：東中野図書館２階 絵本コーナー 

対象：小学校低学年位まで 

申込みは不要です。直接会場までお越しください。 

 

「戦争と平和」のおはなし会 

２０１３年８月７日に予定をしています。 

ご参加、お待ちしています。 

 

 

今年も節電の夏がやってまいりました。 

夏のライフスタイルのヒントに、今回展示中のパスファインダー 

 中央図書館「快適サマー！賢いＣｏｏｌＢｉｚ」 

 野方図書館「ロハスをたのしもう～ロハスと地球環境」 

参考になさってみてはいかがでしょうか。 

 


