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令和 3 年度第 2 回ぱあとなあ継続研修 

資料集 
 

 

 

① 令和４年２月２６日（土）  ９：３０～１２：００ 

② 令和４年３月 8 日（火）１３：３０～１６：００ 

③ 令和４年３月 10 日（木）１８：３０～２１：００ 

 

集 合 研 修：会場 佐賀県社会福祉士会 

オンライン研修：Zoom ミーティング 

 

 

１．カリキュラム 

２．研修受講の手引き 

３．講義 資料 

４．活動事例報告 資料 

５．報告事項・連絡確認事項 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見センターぱあとなあ 

公益社団法人佐賀県社会福祉士会 
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合計 1２５分（講義・報告事項のみ） 

 

 

令和３年度 第２回「ぱあとなあ佐賀」継続研修会 カリキュラム 

 

時間 内容 講師等 

５分 開会挨拶 
成年後見センターぱあとなあ 

センター長    大垣内 勇 

６0 分 【講義１】死後事務について 事務局  参事  三角 明裕 

 休憩（10 分）  

４５分 【講義２】後見活動事例報告 

発表者 

ぱあとなあ会員  江島 満裕 

ぱあとなあ会員  伊豆まり子 

 休憩（5 分）  

２０分 
【報告事項】 

【連絡確認事項】 
ぱあとなあ委員長  宮島 優 

5 分 閉会 ぱあとなあ副委員長 江藤 渉 

Zoom の操作に不安のある方へオンラインで操作説明を行います。 
※オンライン実施、テスト接続ではありません。 

 

 令和 4 年 2 月２１日（月） １８：００～１９：００ 

 

内容：Zoom での氏名の変更方法、ミュート解除の方法、画面の切り替え方法、

Zoom 研修受講の上でのマナー など 
 ※参加希望者がいない場合は実施いたしません。 
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研修会当日お手元に準備下さい 

 

研修受講の手引き 
 

ぱ あ と な あ  佐 賀 

研 修 事 務 局 

１．研修資料について 

 令和４年２月１７日（木）頃に、佐賀県社会福祉士会のホームページで、ぱあとなあ会員用ペー

ジに掲載予定です、研修当日までにはダウンロードの上、印刷しお手元に準備下さい。 

掲載の準備ができ次第申込時にいただきましたメールアドレスへ案内いたします。 

 

２．受講にあたっての注意事項について 

 本研修会では、複数の受講者で一緒に受講いただいても構いません。 

また、有線の回線や Wi-Fi 環境を整えていない場合、視聴が困難になる可能性がありますので、

各自で機器や通信環境についてご確認ください。 

 

３．出席確認について 

  出席確認の為、以下の事項についてご協力ください。 

 ①１５分以上遅れての接続は、遅刻となりますのでご注意ください。 

 ②Zoom での氏名は申込者の名前で入力ください。また、複数名での受講の場合は申込者の名前

と人数を入力ください。 

  （例）福祉 太郎、医療 花子、司法 三郎 → 福祉 太郎 他２名 

 ③講義中は、受講者のカメラはオンにし、講義中は顔の映る形で受講して下さい。 

 

４．Ｚｏｏｍミーティングの参加方法について 

２月１７日頃に送付予定のメールに記載の URL をクリックして頂くか、Zoom アプリケーション

で下記ミーティングＩＤとパスワードを入力してください。 

 

※注意！！ 

申込みをされていない方や、氏名を入力されていない方は入室できません。 

研修当日の緊急連絡先 080-3270-5754 

５．その他 

機器ごとの操作方法や手続き方法には差がある為、説明書を確認していただくか各メーカーにお問い

合わせ頂きますようご協力お願いします。 

日程 内容 ミーティングＩＤ・パスコード 

２月２１日（月） 
１８：００ ～ 

オンライン

操作説明 

ミーティング ID: 927 8327 5568 

パスコード: 028763 

※参加希望者がいない場合は実施いたしません。 

２月２６日（土） 
９：３０～１２：００ 

当日参加 
ミーティング ID: 997 2305 2248 

パスコード: 869915 

３月８日（火） 
１３：３０ ～ １６：００  

録画放送              

ミーティング ID: 943 4379 5915 

パスコード: 588077 

３月１０日（木） 
１８：３０ ～ ２１：００ 

ミーティング ID: 947 5215 5387 

パスコード: 269734 
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修
～死後事務について～

令和4年2月26日

公益社団法人 佐賀県社会福祉士会

（事務局 三角明裕）
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内容
⚫本人死亡後の事務の整理
⚫後見終了の事務
⚫死後事務の法的根拠
⚫本人の死後事務と対応
⚫死後事務のリスク管理とマネジメント
⚫まとめ
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

本人死亡後の事務の整理

〇後見終了の事務
家庭裁判所に対して行う事務

〇本人の死亡での死後事務
本人及び本人の関係者等に対して行う事務や対応

3

後見終了の事務
〇後見終了の原因

・本人の死亡

・本人の判断能力回復による後見等開始審判の取り消し

・成年後見人等の辞任、解任

・成年後見人等の資格喪失（欠格事由 民法847条）

・成年後見人の死亡（法人の解散）

4
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

後見終了の事務（２）
〇後見終了時の事務

A）家庭裁判所への連絡

B）財産の計算

C）報酬付与申立て

D）財産の引継ぎ

E）終了の登記

F）後見事務終了の報告

5

後見終了の事務（３）
A）家庭裁判所への連絡

死亡の報告（電話連絡・死亡診断書の提出）

B）財産の計算
収支を計算して2ヵ月以内に家裁へ報告しなければならない。

(民法870条）
2ヵ月を超える事情がある場合には、家裁へ相談。

C）報酬付与申立て
管理計算と共に報酬付与申立てを行う。報酬受取に際し、成年後見人は
本人の代理権権限は失われており、通帳の払出を受けることはできなく
なる。そのため、事前に準備をしておくことや、家裁へ相談しての払出
や、払出許可の申立を行っての払出を行う。
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

後見終了時の事務（4）
D）財産の引継ぎ

相続人に引き継ぐ。
受取り拒否等の場合…別の相続人に引継ぐ、相続財産理人申立て
相続人が行方不明の場合…不在者財産管理人申立て
※引き継ぐまでは、後見人等に管理義務が生じ続ける。
善管注意義務（民法869条・644条）応急処分義務（874条・654）
事務管理（697条1項）

E）終了の登記
登記は、自動的に終了しない。後見終了報告までに終了登記を行うが、
死後相続人を調査する場合は、後見終了登記の後、閉鎖事項証明書（元
後見人の立場）で戸籍・附票の請求など行う。

F）後見事務終了の報告
家裁へ引き継ぎ書、財産目録及び資料を付けて提出

7

死後事務の法的根拠
本人の死後対応ができる親族がいない場合が多い。また、親族や周囲から

期待され、社会通念上拒めないことが多い。その場合、成年後見人の立場を
理解し進めなければならない。成年後見人が本人死亡後の対応を行う場合、
以下の法律をもとに行う。

※善管注意義務（民法869条・644条）

業務も委任された専門家の能力、社会的地位等から考えて、期待される注
意義務。注意を怠り履行遅滞や債務履行不能等に至る場合、民法上過失があ
るとみなされ、損害賠償等を受ける可能性がある。

※応急処分義務（民法874条・654条）

委任（後見等）が終了した場合において、急迫の事情があるときは、法定
代理人は、法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要
な処分をしなければならない。
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

死後事務の法的根拠（２）
※事務管理（民法697条１項）

事務の管理を始めた者「管理者」は、その事務の性質に従い、最も本人の利
益に適合する方法によって、その事務の管理「事務管理」をしなければなら
ない。

※成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限（民法873条の2）円滑化法

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、
成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き（相続人が
分からない時）、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで（引
き継ぐまでの間）、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に
掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

(保佐・補助・任意後見は該当しない。応急処分事務、事務管理のもと進める)
9

成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一
部を改正する法律（民法873条の2）

(1号) 個々の相続財産の保存に必要な行為
（具体例）

・ 相続財産に属する債権について時効の完成が間近に迫っている場合に行う時効の中断（債務者に対する請求）
・ 相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為
(2号) 弁済期が到来した債務の弁済

（具体例）
・ 成年被後見人の医療費，入院費及び公共料金等の支払
(3号) その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為（(1)(2)に当たる行為を除く。）

（具体例）
・ 遺体の火葬に関する契約の締結 （納骨に関する契約も準ずる）
・ 成年被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等供給契約の解約
・ 債務を弁済するための預貯金（成年被後見人名義口座）の払戻し

成年後見人上記(1)～(3)の死後事務を行うための要件
（１）成年後見人が当該事務を行う必要があること
（２）成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと
（３）成年後見人が当該事務を行うことにつき，成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと
という各要件を満たしている必要がある。

また，上記(3号)の死後事務をおこなう場合には上記の要件に加えて、（４）家庭裁判所の許可が必要

円滑化法は、成年後見人に葬儀を施行する権限までは与えていない。葬儀には宗派，規模等によって様々な形
態があり，その施行方法や費用負担等をめぐって，事後に成年後見人と相続人の間でトラブルが生ずるおそれが
あるためである。したがって，成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできな
い。

（法務省ＨＰより抜粋）
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一
部を改正する法律（民法873条の2）佐賀家裁の考え

〇3号について、家裁に許可（申し立て）は毎回申し立てなければならないの
か？

※佐賀家裁（本所）より
後見人の判断で必要に応じて、申し立てを利用してほしい。
関係者から疑義が起きた時の対抗策として、家裁からの許可（審判）を得て

いた方が、その死後事務が遂行しやすい時等。
ただ、唐津支部のように払出の申立の指示が必要である場合は、それに従う。

11

成年被後見人の死後事務と対応
⓪健康なうちに
親族(相続人）菩提寺の把握、生活保護課と協議、親族（相続人）と死後対応の協議
①死亡の事実確認
死亡（危篤）の連絡を受け、医師より死亡の確認を受ける。
死亡診断書（死亡届と一対）を受け取る。（家裁の報告用の写しを取る）
②遺体の引き取り
事前に葬儀社に連絡し、搬送の手配を行う。
③死亡の届け出
親族がいなければ後見人等で行う。
後見人で行う場合は、実印、登記事項証明書が必要。
④葬儀
親族がいれば親族に任せる。費用も親族の要望に応じる。（相続人の財産になっているため。
親族が相続人でない場合は配慮を要する。）
後見人等で行う場合は、最小限の葬儀と費用、直葬もある。

12



7

令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

成年被後見人の死後事務と対応（2）
⑤火葬

葬儀の内容を、死亡届と同時に火葬時間、場所を決める。

火葬時間は、寺院（僧侶）との時間調整で決まる。

親族がいない場合は収骨をする。（散骨はしない。必ず納骨する。）

⑥納骨

寺院へ納骨。菩提寺が分からない場合は、寺院を事前に検討。

（会員の寺院にも協力をもらっている）お布施を納める。(金額も検討）

⑦行政へ死亡の届け出

各年金国保、後期高齢者医療保険、介護保険、各障害者手帳・原爆手帳など
返納（年金は死亡の届け出をしないと、入金される場合があるので注意）

13

成年被後見人の死後事務と対応（3）
⑧賃貸アパートの引き渡し・家財道具の処分

賃貸アパートの契約、家財の処分は相続の対象（民法896条）

契約解除や引き渡しは相続人が行う。（相続人がいない場合は、事前検討）

⑨施設等からの遺品の引き取り

相続人に確認と対応。居ない場合は後見人で処分

⑩施設病院など各所への支払い

請求をもとに支払う。

カードローンなどの支払いはしない。（相続の対象。支払うと相続したとみ
なされる。相続放棄できない。相続財産管理人へ引き継ぐ。）

14
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

死後事務のリスク管理とマネジメント
平常時

〇本人が健康なうちに、相続人や親族を把握、連絡を取る。

（死後の引継ぎが時間を要し、事務が困難になる。）

〇本人が健康なうちに、できる限り相続及び登記の完了、債務を完済する。

（のちの相続人に煩雑な事務を負わせることになる。）

死亡前後の財産等管理

〇生活保護であれば葬祭扶助費の確認。死後返金を求められる場合があるため。

〇死亡時の準備金の払出。土日祝日も挟むことを想定 現金になるため厳重管理
（事務局金庫の利用）（死亡後の払出になるときは家裁へ連絡）

〇死亡後の払出許可の申立（家裁の指示による）

〇葬儀費用、お布施は、音信がなくても親族がいる場合は、最小限の額にとどめる。
（財産管理権は相続人に移っているため）

15

死後事務のリスク管理とマネジメント（２）

権利義務関係

〇本人の資産が無く、複数の負債が残っている時は、一方だけに払えない。

（負債は相続人の財産）

〇本人の資産が無く、本人が急死して、入院費等支払いができない場合

入院申込等に支払い義務者や連帯保証人に後見担当者（人）の記載がある

と後見担当者（人）に払う義務が発生する。

〇カードローン等を払わない。

相続人が相続放棄できない。払うと相続人が債務を継承したとみなされる。

〇賃貸借契約、家財の処分をしない。

相続人の権限

〇遺留品 相続人・親族がいない場合は、後見人で処分、写真など寺院へ相
談。

16
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

本人死亡のリスク管理とマネジメント（3）
その他

〇必ず納骨する。（本人の尊厳保持、親族が後々出てくることもある。）

〇永代供養は、相続人や祭祀継承者が行うもの。

〇相続人がいない、引き継げない時は、相続財産管理人を選任する。それまで

は、後見人の管理権は残る。（不動産の保全など）

〇わずかな財産しか残らない場合は、相続が発生しない方法も検討する。

（相続人相続財産管理人選任だけでの費用倒れになる。）

〇死後の通帳からの払出の頻度は、少なくする。

〇通帳閉鎖のタイミングを考える。

（補助・保佐は閉鎖すると払出ができない）

〇引継ぎは安全な形で引き継ぐが、相続人の意向により、通帳を閉鎖しないま

まや、現金のまま引き継ぐ場合もある。その際は、トラブルに注意する。
17

まとめ
〇死後対応はグレーゾーン
成年後見人に権限はないが、社会通念上求められ行う、やむを得ない対応

である。気持ちがあっても、やり過ぎないこと。
保佐・補助は権限が元々限定的であることを認識する。家裁や相続人と協

議をし行う。（代理権の範囲の応急処分事務・事務管理のみが法的根拠）

〇引継ぎまで考えて、後見活動を行う。
健康なうちから相続人の把握し、連絡を取る。現在の後見活動も考えてい

く。

〇会員の寺院の供養や納骨について
納骨先が相談できることは当たり前なことではない。会員寺院の協力があ

って散骨することなく、納骨ができている。後見人は納骨し本人の対応は終
わるが、寺院は本人の供養が始まることを理解しておく。次の方のためにも
感謝を持って納骨を。

18
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

まとめ（２）
〇知識を更新する。
成年後見の制度は、今後の社会を支えるための必須の制度のため、制度の

周辺環境は変わっていく。事務局もまだ知らない知識もある。各自も知識の
ブラッシュアップを。継続研修のみではなく、厚労省ＨＰ情報や、事務局に
も専門雑誌や専門書があるので活用を。

〇死後事務の共有
死後事務の案件はその一つ一つに、個別性が高く、対応も細かく様々。手

順やマニュアルではカバーできない。累計700件以上の後見事務を共有でき
るのが本会のメリット。他ぱあとなあ会員の案件や事務局で把握している対
応を聞いて、自身の後見事務の幅を広げておくことで、自身の死後対応が落
ち着いてでき、他のぱあとなあ会員へ伝えることができる。
権利擁護委員会や支部や各地区の組織・グループを活用し、会員同士の情

報交換や、相談を積極的に行ってほしい。

19
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

講義２
後見活動事例報告１

令和4年2月26日

ぱあとなあ会員

伊豆 まり子

令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

法定相続人不在で
相続財産管理人申し立てをしたケース

Aさん 71歳 男性 介護度５

➢家族歴）乳児期に養子となる。婚姻歴あるが離婚。子
どもなし養父母は死去している

➢精神疾患でK病院に長期入院後、特別養護老人ホーム
入所

➢R2年2月に前担当者より引継ぎを受ける

➢4月29日死去
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

死後事務手続き

●本人急変の連絡を受けた際に、本人口座より現金を全
額引き出す

●葬儀社に連絡

●寺院（納骨先）に連絡

●市役所戸籍課に死亡届提出

●施設、病院、葬儀社に支払い

●後見人報酬

●負債が残ったため、

家庭裁判所に申立書提出し、

定期預金から引き出し清算した。

死後事務手続き

→ 財産の相続のために、法定相続人を探すことになった

●実母の戸籍をたどった

☞実母の本籍地の市役所に、登記事項証明書、社会福祉士会の委任

状、会の登記を窓口に提出

☞実母は未婚ののち、死亡。本人のきょうだいなし。

☞実母のきょうだいをたどった結果、相続人不在ということが判明

●家庭裁判所に相続財産管理人申し立ての手続きをする

●審判後、司法書士が相続財産管理人になり終了した
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令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

講義２
後見活動事例報告２

令和4年2月26日

ぱあとなあ会員

江 島 満 裕

令和3年度第2回ぱあとなあ継続研修

報告事例の対象者（T氏）

• 70代（男性） 要介護2 市長申立で後見（R3.4受任）

• 軽度認知症 脳挫傷（R2.2入院） 日常会話程度の意思疎
通可能

• 障害年金 負債なし 生活保護受給中（R2.8開始）

• 療養型転院（R2.7） 歩行器で歩行可 夜間のみオムツ

• 親族関わりなし（婚姻歴無、両親他界、異母兄妹で妹が2
人）上の妹は障害者施設へ入所、下の妹は本人との関わり
拒絶

• 入院前までは就労しており、入院を機に解雇、社員寮を出
ていかなければならなくなった。

• 受任時、入院医療費の滞納、保険料の滞納、寮から出る際
の家財処分費用の雇主からの立替があった。
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申立に至る経緯

•入院を機に主治医より中度の認知障害の診断を受
け、退院後の在宅生活は困難であること、また、支
援を受けなければ契約等の意味、内容を自ら理解
し、判断することができないとの診断があった。

•申立を行った市より、妹2人が存命であった為連絡
を取ったが、両名ともに本人の関わりは難しいとの
話があった。

活動内容
• 身上監護面

①貯蓄が少ない為、衣類などの生活用品は市販で購入

②歩行状態を維持するため、歩行器を購入

③PSWと相談の上、収支を見ながら本人の嗜好品が徐々に買えるようになる

④担当者会議で緊急時の対応、延命等の意向確認

⑤退院後の施設等の検討（特養、住宅型有料等）

・ 財産管理面

①生命保険の加入状況の照会、解約手続き

②福祉事務所への収入状況報告

③通帳の成年後見人設定手続き

④医療機関2か所への医療費の滞納⇒返済済

⑤寮から出る際の家財処分費用の雇主からの立替⇒返済済

⑥国民保険税の滞納⇒市へ相談の上、支払い免除
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最後に
• 家族（妹2人）への定期的な関わりを持ち、ご本人との
関係性を築けるか

• 緊急時の延命、医療同意等

• 施設入居先の検討（本人の意向を踏まえつつ、福祉事
務所との連携）

• 新型コロナウイルス感染拡大により面会が難しくなって
いる中、オンライン面会や専門職との関わりの中で本
人の意向や心身状況を把握を行う
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【会員 配布用 】    R4.2.26  ぱあとなあ継続研修会 

【報告事項】 

１．入院時の「身元保証人」・「支払い義務者」の欄は サインはしてはいけない。  

   

預貯金が少ない被後見人等が入院された際に、保証人、支払義務者の欄に会員がサインをしたというケー

スがありました。その後、被後見人が亡くなられ、預貯金がないため、入院費の支払いについて、弁護士

を通じて会員担当者に請求があっています。 

改めて、被後見人等が医療機関へ入院、もしくは施設入所する際の契約手続きについて、入院時の手続き

書類に「身元保証人」「連帯保証人」「支払義務者」という欄がありますが、この記載はしないでください。  

ただし、「支払義務者」の欄に記載するとしたら、本人氏名を記入し、会員担当者が代筆したことを記載す

ることは可能です。 

成年後見養成研修会でも学びましたように、後見人等は、被後見人等の財産から本人に代わって支払いを

行うという立場です。法定代理人である後見人等が被後見人等の債務を保証するような行為は利益相反を

生んでしまうので、そもそもできません。さらに、申込書の内容によっては申込書自体を斜線で引いて 

公印を押印しなくてはならないような文章もありますので、よく読んでから記載をしてください。 

病院側は支払いが滞ることを心配され、記載を求められることもあります。その際は、後見人等の役割と

記載ができない理由を説明してください。ただし、生存中の財産管理を行っているので支払いを行うこと 

はお伝えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．後見人等の書類の置き忘れについて 

 後見活動の中で、被後見人等の個人情報が記載された書類を郵便局に置き忘れがあったと警察から

事務局に連絡がありました。前回の報告事項にもありましたが、当然、故意に忘れたのではありませ

んが、皆様も改めて注意するようにお願いします。このケースについては、会長より担当会員に 

厳重注意の処分がなされました。 
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【記載例】 

公印 
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【事務連絡   

１．.   家裁へ提出する「1 年報告書の書類の変更」について 

   

事務局に起案する1年報告の書類一式と決裁の流

れはこれまでとおりですが、家裁から依頼があ

り、家裁へ提出する書類について一部変更があ

ります。詳細は、資料にあるとおり、費用弁償

と小口出納帳が提出不要となります。 

また、提出する書類の中にも、契約書はすべ

て添付せず、契約させたことがわかる資料で

「契約書の表紙や施設の所在地がわかる部分の

ページ、印鑑を押されているところ」などを添

付してもらえばけっこうとのことです。 

 繰り返しですが、事務局に提出する書類は 

従来と同じですので、家裁に提出する際は、 

担当者各自で不要な書類を除いて提出して 

ください。 

令和 4年 3月分の提出から変更をお願いします。 

 

 

 

 

 

２．ゆうちょ銀行のキャッシュカードの払出しの有料化 

 被後見人等でゆうちょ銀行を利用している方につ

いて報告です。 

資料のとおり、駅やコンビニ等に設置してある ATM

で預け入れと払出する場合や、窓口であってもＡＴ

Ｍで硬貨を払い出す場合には手数料が発生しますの

で、ご注意ください。また、これまで、ATM で少額

（硬貨を含む）を払出してた方は、① ATM で千円

単位の払出をする。その際には、1 万円以下で現金

管理を行い、出納帳をつけ、半年・1 年報告時に提

出する。②窓口でその都度預け入れして戻す、 

③他の銀行に変える、今のところ、この３つの方法

で取扱いをお願いしたいと思います。 

                         ※詳細は、ゆうちょホームページにて確認ください 
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３．身体拘束について実務的な対応  

 身体拘束は、高齢者・障害者の虐待であるこ

とを改めて認識して頂きたいと思います。その

ため、身体拘束の同意については当然行うこと

はできません。医療行為や居所指定と同様に、

身体拘束の同意は成年後見人の職務外というこ

とです。 

同時に、身体拘束の例外の三原則である「非

代替性、一時性、切迫性」がある場合は、身体

拘束は認められていますが、その場合であって

も後見人等としてサイン（同意）することはで

きません。 

しかし、医療機関や施設から身体拘束の同意

を求められることはあります。その際には、資

料のように説明を受けたという記載に変えて署

名してください。身体拘束がなされた場合は、

後見人の対応として、身体拘束の解除に向けて、継続的なケアの把握と早期の解除を求めていく必要があり

ます。 

 

4.  コロナ禍における記録の書き方 

記録は、被後見人等の生活の質を高め、社会福祉士の専門性を発揮する上でも重要な位置をしめています。 

特に、コロナ禍においては面会ができないことも多々ありますので、「変わりなく元気に過ごされていた」等 

の記録のみでは社会福祉士の活動記録としては十分とは言えません。施設や病院の職員から状況を聞き取り

するなど、本人の具体的な生活状況を把握できる内容を専門職後見人として記録してください。 

 

  

 

５．終了報告の引継書は、残高・最終記帳日を記載 

  終了報告書の書類の中にある

「引継書目録」についてお伝えしま

す。相続人に引継ぎを行う財産の中

に通帳がある場合は、資料のように

残高と最終記帳日を必ず記載くださ

い。起案の中には、記載がないもの

もが複数件見受けられています。 

 

 

 
同
意
書
を
二
重
線
で 

署
名
変
更
を 

残高と最終記帳日を記入 

 

現在 
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６．財産目録の日付は作成日 

  財産目録に記載する日付についてですが、 

 残高が変動する可能性がありますので、 

提出日ではなく作成した日をご記入ください。 

 

 

 

 

 

７．死後対応に要した 10 万円以下の領収書は添付する 

  1 年報告に関して 10 万円以下の領収書の写しは添付しなくてよいということをこれまでお伝えし

てました。しかしながら、死亡時の報酬付与申立に関しては、死後対応として葬儀代などに預貯金

を払出し、現金管理で支払いを行っていきますので、家裁には１０万円以下であってもレシートや

領収書など、すべて提出をしてください。 

 

 

８．通話時間（費用弁償）は、「1 分 20 円、年間の秒単位は切り捨て」で統一 

  前回の報告の中で交通費の小数点は切り捨てするということで統一させていただきました。 

 今回は、電話代が担当者によって、1 分１０円の方や 1 分 4０円、また、秒単位での計算で表記の仕

方など、さまざま計上されています。携帯の機種や契約プラン、固定電話からの通話の場合、携帯

電話からの通話する場合と、これもさまざまですので、ひとり一人根拠資料を提出していただいた

上で起案することも考えましたが、総務省の携帯電話通話料金（従量制料金）の資料を参考にして、 

１分／20 円で計上し、1 年間の合計の通話分数で最終算出をしていただき、秒単位は切り捨て 

するということで統一させていただきます。 

 

 

 

９．市県民税の申告について 

  ご承知のように、毎年行われる市県民税の申告に基づいて、介護保険や医療保険の負担限度額認

定等が行われます。2019 年 8 月から開始された年金生活者特別支援金も、この市県民税の申告に基

づき、前年度の収入と比較し支給の決定がなされています。そのため、収入が年金のみの被後見人

等であっても、原則、市県民税の申告を行っていただく必要があります。（省略される方もいます） 

ただし、基本的に確定申告を行った場合は、税務署から市町へ申告内容が送られるため、同年の

市県民税の申告は必要ありません。※各担当者で市町へ確認し、判断をしてください。 

  特に、収入が公的年金（障害年金等）の非課税の年金のみの人は申告が必要になります。 

  次年度の税金が上がったり、福祉サービス等の利用料の減額ができなくなる等、不利益を起こします。 

   

作

成

日
を

記

載

す
る 
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１０．マニュアルの配布について （ダウンロード http://www.saga-csw.or.jp/partner-saga/ ） 

  今回新しくリング式の後見マニュアルを作成しましたので配布いたします。 

  今後、マニュアルに差し替えや追加が必要となった場合は、お知らせしますので、各自で保管を 

お願いします。 また、オンラインでの参加の方は、随時お配りいたします。 

 

 

 

11．「登記事項証明書」を取得する際は、会の登記簿は不要     

 「登記事項証明書」の申請書が変更となりました。この変更に伴って、申請書に当会の法人番号 

が記載されていることから法務局に会の登記を持参しなくてよいとなりました。 

仮に、この法人番号が記載されていない申請書を提出された場合は法人番号の確認のため、 

しばらく待ってもらうこととのことですが、いずれにしても今後は会の登記簿は持参しなくてよく

なりました。ただし、法人からの委任状は、これまで通り必要ですのでご注意ください。 

http://www.saga-csw.or.jp/partner-saga/

