
知的に障害のある息子がいるん
だけど、息子の障害年金の管理
は私ができるから問題ないわ。

母親は認知症なんだけど、娘の私
が母親に代わって様々な手続きが
できるから心配ないわ。

　認知症の高齢者や知的障害、精神障害に
より判断能力が十分でない方の生活を守り、
支援するためには“成年後見制度”を利用
する必要があります。
　このパンフレットでは、成年後見制度を
利用する必要性について事例等を用いなが
ら説明しています。

社会福祉法人　相模原市社会福祉協議会

成年後見制度に関する相談窓口等成年後見制度に関する相談窓口等成年後見制度に関する相談窓口等
市長申立てや成年後見制度利用支援事業などの相談を受けています。

※緑区の城山、津久井、相模湖、藤野地区にお住まいの方は以下の相談窓口もご利用できます。

●相模原市

緑区に
お住まいの方

中央区に
お住まいの方

高齢の方
知的障害の方
精神障害の方

☎042-775-8812
☎042-775-8810
☎042-775-8811

緑高齢者相談課

緑障害福祉相談課

高齢の方
知的障害の方
精神障害の方

☎042-769-8349
☎042-769-9266
☎042-769-9806

中央高齢者相談課

中央障害福祉相談課

南区に
お住まいの方

高齢の方
知的障害の方
精神障害の方

高齢の方
障害の方
高齢の方
障害の方

☎042-783-8120
☎042-783-8136
☎042-684-3215
☎042-684-3216

☎042-701-7704
☎042-701-7722
☎042-701-7715

南高齢者相談課

南障害福祉相談課

成年後見制度の利用相談も含め高齢者の生活全般に関する相談を
受けています。

●高齢者支援センター
　（地域包括支援センター）

成年後見制度に関する問合せ・利用に関する相談のほか、
次のような事業を行っています。

・成年後見（法定後見）業務
・成年後見制度に関する出前説明会

・日常生活自立支援事業
・権利擁護相談（毎月第４木曜日、予約制）

●相模原市社会福祉協議会

☎042-773-5812

☎042-703-5088

☎042-760-1210

☎042-783-0030

☎042-780-5790

☎042-685-1538

☎042-686-6705

緑

　区

橋本高齢者支援センター

相原高齢者支援センター

大沢高齢者支援センター

城山高齢者支援センター

津久井高齢者支援センター

相模湖高齢者支援センター

藤野高齢者支援センター

☎042-752-1321

☎042-771-3373

☎042-751-6662

☎042-730-3886

☎042-758-7719

☎042-750-1067

中
央
区

中
央
区

小山高齢者支援センター

清新高齢者支援センター

横山高齢者支援センター

中央高齢者支援センター

星が丘高齢者支援センター

光が丘高齢者支援センター

☎042-768-2195

☎042-764-6831

☎042-768-1805

☎042-701-0511

☎042-705-5435

☎042-758-8278

☎042-767-3701

☎042-767-2731

☎042-777-6858

☎046-252-7646

☎042-741-6665

☎042-745-2644

☎042-740-7708

南

　区

大野北高齢者支援センター

田名高齢者支援センター

上溝高齢者支援センター

大野中高齢者支援センター

大沼高齢者支援センター

大野台高齢者支援センター

大野南高齢者支援センター

上鶴間高齢者支援センター

麻溝高齢者支援センター

新磯高齢者支援センター

相模台高齢者支援センター

相武台高齢者支援センター

東林高齢者支援センター

相模原市社会福祉協議会　福祉推進課
あんしんセンター係
電話　042-756-5034

住所　相模原市中央区富士見 6-1-20 
Mail　anshin@sagamiharashishakyo.or.jp

発行年　平成 26 年 3 月／発行元　相模原市社会福祉協議会

８

生活を守り支援する生活を守り支援する生活を守り支援する
高齢者高齢者 障害者障害者や の城 山

保健福祉課
津久井

保健福祉課

藤 野
保健福祉課

高齢の方
障害の方
高齢の方
障害の方

☎042-780-1408
☎042-780-1412
☎042-687-2159
☎042-687-5511

相模湖
保健福祉課
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4娘の将来が心配

消費者被害が心配

知的に障害のあるひとり娘と二人
暮らしのＡさん。最近持病が悪化
したため、入退院を繰り返してお
り、親亡き後の娘の生活を心配し
ています。

知的に障害のあるＥさんは訪問販売業
者から健康食品を購入し、高額な代金
を請求されてしまいました。Ｅさんは販
売業者が優しく対応してくれたので
買ってしまったと話しています。　　

認知症が進んできた母親のために、娘
のＢさんは母親名義の自宅を売って、
有料老人ホームに入所させたいと考え
ていました。しかし、母親本人ではな
いので売却の手続きができないと言わ
れてしまいました。

Ｃさんは重度の認知症で施設に入所して
います。最近、施設利用料の支払いが滞
るようになったため、次男が確認したと
ころ、Ｃさんの年金の管理をしている長
男が自分の借金返済のために使っている
ことがわかりました。

高齢の母親が意識不明の重体で入
院。息子の D さんが入院費を母親名
義の預金から引き出そうとしたら、
銀行から本人の委任状が必要だと言
われてしまいました。

精神障害のあるFさん。先日、父親が亡く
なり、相続の手続きをする必要がでてき
ましたが、Fさんは父親から相続する財産
の内容や預金の名義変更の方法など、自
分一人では内容を理解して手続きをする
ことができません。

母親名義の自宅が売却できない 父親の年金が搾取されている お金が引き出せない

相続手続きができない

●本人の生活を守り支援するために、本人に代わって手続
きなどを行うことができる成年後見制度（法定後見制度）の
利用を考えることが必要です。

●成年後見制度（法定後見制度）を利用することにより、家庭裁
判所は、本人にとってふさわしい成年後見人等を選びます。

成年後見制度（法定後見制度）の
利用を考えましょう

成年後見制度（法定後見制度）の
利用を考えましょう

成年後見制度（法定後見制度）の
利用を考えましょう

私の母の場合、娘の私がいれば成年後見制度を
利用する必要はないと思っていたけど…

うちの息子には、人に任せるほどの財産なんてないから成
年後見制度を利用しなくても大丈夫だと思っていたけど…

親族がいるかどうかは関係ありません。
親族でも物事を判断することが難しい
本人に代わって契約を行ったり、預貯
金等を管理するためには成年後見人等
になることが必要となります。

成年後見制度を利用するのに財産の多
い少ないは関係ありません。本人の生
活を支えていくためには、誰かが成年
後見人等となって支援することが必要
なのです。

事例

１
事例

2

Aさんに何かあったら誰がＡさんに代わって娘さんの生活を支えるの？

娘の B さんでもできないとなると、一体誰ならできるの？

Ｃさんの年金がＣさん
自身のために使われる
ようにするにはどうし
たらいいの？

本人は委任状なんて書
けないし…。
どうすれば必要なお金
を引き出せるの？

クーリングオフもあるけど、取り消せる期限もあるし…。今後も同じようなことがありそうで心配…。

大切な財産をＦさんが相続するためには、誰かのサポートが必要ね…。

※各事例に対応した成年後見人等の業務内容
は次のページをご覧下さい。



事例

4 お金が引き出せない…の場合
事例

3 父親の年金が搾取されている…の場合母親名義の自宅が売却できない…の場合
事例

2娘の将来が心配…の場合
事例

１

事例

5

４ ５

成年後見人等はこのようなことを行います！成年後見人等はこのようなことを行います！成年後見人等はこのようなことを行います！

成年後見制度（法定後見制度）を利用するまで成年後見制度（法定後見制度）を利用するまで成年後見制度（法定後見制度）を利用するまで

成年後見人等は、知的に障害の
あるＡさんの娘さんの意思を尊
重しながら、必要な福祉サービ
スの利用契約や預貯金等の管理
などを代わって行い、生活全般
を支援します。

成年後見人等は、家庭裁判所の許可を得
た上で、認知症が進んできた B さんの母
親に代わって本人名義の自宅を売却する
手続きを行います。その後、有料老人ホー
ム入所に伴う契約等も行います。

成年後見人等は、重度の認知症で入所中
のCさんの年金から施設利用料を支払っ
たり、年金の受給に関する必要な手続き
を行うなど、C さんが安心して施設で生
活できるよう財産の管理を行います。

成年後見人等は、意識不明の重体となって
いる Dさんの母親に代わって、母親名義の
預金を引き出し、入院費用を支払います。
また、今後、母親本人にとって必要となる
契約や手続きについても本人に代わって行
います。

成年後見人等は、知的に障害
のある E さんが不要な商品な
どを購入してしまった場合で
も、本人に代わって契約自体
をなかったものとして取消
し、商品を返品することがで
きます。

消費者被害が心配…の場合
事例

6 相続手続きができない…の場合
ここでは、事例を通して成年後見人等が行う業務内容の
一部を紹介しました。成年後見人等は、本人が亡くなる
までの間、福祉サービス等の利用契約を代わって行った
り預貯金等を管理するなど、その人らしい生き方を尊重
しながら生活を支援していきます。

なるほど…。
親族でも成年後見人等にならないと、本人のために
大切な契約や財産の管理ができないということなのね。

申込みの準備をします申込みの準備をします 成年後見人等が決まります成年後見人等が決まります 業務が始まります業務が始まります申込書を提出します申込書を提出します

●申込関係書類一式は家庭裁判所にあ
ります（申立ての手引きや記入例も
あります）。

●申込みができるのは
① 本人
② 本人の夫または妻
③ 親、子
④ 兄弟姉妹やいとこ
⑤ 市町村長（申込みができる親族が
いない場合）

　などです。

●申込書と必要な書類（診断書、戸籍謄本等）を揃えたら家庭裁判所に提出します。

●家庭裁判所は、本人の生活の様子や財産の状況を調査し、どのような支援が必要なのか
を確認します。

●成年後見人等には、親や兄弟姉妹などの親族のほか、弁護士、社会福祉士、司法書士、
行政書士、税理士などの専門家や社会福祉協議会などの法人が第三者としてなることが
できます。

●家庭裁判所は、本人の生活を守
るために、本人の判断能力や抱
える課題に応じてふさわしい成
年後見人等を選び、支援する内
容についても決めます。

●選ばれた成年後見人等は法務局
に登録されます。

●成年後見人等は、本人の生活状
況や財産状態を家庭裁判所に報
告します。

申込みから３〜４か月後…

申込みに必要な費用

収入印紙

診断書作成料

郵便切手

3,400 円～5,000 円

5,000 円～10,000 円

2,800 円～3,800 円

申込書と登録に使います。

家庭裁判所が判断能力を調べるために使います。

成年後見人等を決めるにあたり家庭裁判所が本人等へ郵送する
ために使います。

申込み後の費用

鑑定費用 50,000 円～100,000 円 家庭裁判所が必要と認めた場合、判断能力をさらに詳しく調
べるための精神鑑定に使います。

成年後見人等は、精神障害により
相続の内容や名義変更の方法など
を十分に理解できない F さんに代
わって、Ｆさんに不利益が生じない
ように相続の手続きを行います。

申込みから成年後見人等
の業務が始まるまで数か
月かかるのね。
すぐに利用できるわけで
はないのね。



６ ７

そこが

聞きたい！！ 成年後見制度（法定後見制度）の
利用に関する Q＆Ａ

成年後見制度（法定後制度見）の
利用に関する Q＆Ａ

成年後見制度（法定後見制度）の
利用に関する Q＆Ａ

任意後見制度を利用する任意後見制度を利用する任意後見制度を利用する

成年後見人等には報酬を支払わなければならないと聞いたけど、いくらぐらいなの？Ｑ.5
Ａ5：報酬の金額は、成年後見人等の請求により家庭裁判所が本人の財産や成年後見人等の業務内容など

から、本人の生活に支障がないように決めますのでご安心ください。

成年後見人等は安心して相談できる人？Ｑ.1
Ａ1：成年後見人等は、家庭裁判所によって認められ、監督を受けながら成年後見人等としての業務を行っ

ていきますので、安心して相談できる存在です。

申込みの費用や後見人への報酬が支払えない場合はどうすればいいの？Ｑ.6
Ａ6：相模原市の成年後見制度利用支援事業を利用して、申込費用や成年後見人等への報酬の助成を受け

られる場合があります。詳細は８ページの相模原市の窓口にお問い合わせ下さい。

申込みに必要な診断書は、どうすればいいの？Ｑ.7
Ａ7：まずは主治医に診断書（成年後見制度用）を書いてもらえるかご相談下さい。診断書は家庭裁判所

の申込書類一式の中に入っています。

成年後見人等は途中で替わることはできるの？Ｑ.3
Ａ3：家庭裁判所が成年後見人等の交替の必要性を認めれば交替することが可能です。

申込みをする場合、どこの家庭裁判所でもいいの？Ｑ.8
Ａ8：本人の住民票のある地域または実際に暮らしている

地域にある家庭裁判所へ申込みます。相模原市内を
担当する家庭裁判所は、「横浜家庭裁判所相模原支
部」です。

≪横浜家庭裁判所相模原支部　後見係≫
電 話　042-716-0181
住 所　相模原市中央区富士見 6-10-1

Ｑ.4
Ａ4：成年後見人等は身元引受人や身元保証人になることはできません。また、手術・延命治療などにつ

いて同意することもできません。

成年後見人等ができないことってあるの？

Ｑ.2
Ａ2：買い物や通院への付添いなど直接的な生活支援は成年後見人等の業務には含まれていません。付添

いのサービスなどが受けられるように手続きを行います。

成年後見人等は本人の買い物や通院に付き添ってくれるの？

　成年後見制度には、法定後見制度のほかに任意後見制度があります。
　任意後見制度は、例えば、高齢者などが将来、認知症などにより判断能力が低下した時に備えて、
前もって「誰に」「どんなことを頼むのか」を事前に契約（任意後見契約と言います。）で結んでお
くものです。

準備をします準備をします 公証役場で契約を結びます公証役場で契約を結びます

任意後見人の
業務が始まります
任意後見人の

業務が始まります
判断能力が低下した時に家庭裁判所へ

任意後見監督人を決めてもらう申込みをします
判断能力が低下した時に家庭裁判所へ

任意後見監督人を決めてもらう申込みをします

●将来、支援をしてくれる人
（任意後見受任者）との間で、
自分に代わってしてもらい
たい重要な行為を事前に話
し合って決めておきます。

●公証役場で決めた内容を確認し、契約を結びます。この時、
報酬額も決めておきます。

●申込みができるのは
　① 本人
　② 本人の夫または妻
　③ 親、子
　④ 任意後見受任者
　などです。

※任意後見監督人とは、家庭裁
判所により選ばれ、任意後見
人の業務の内容を監督する人
です。

●任意後見人は、本人に代わっ
て、契約で決められた内容
にそって支援を行います。

日常生活自立支援事業の紹介日常生活自立支援事業の紹介日常生活自立支援事業の紹介
成年後見制度のように、本人に代わって契約や大切な手続きを行うことはでき

ませんが、日常的な金銭管理をサポートしたり、重要な書類等をお預かりする

ことにより、判断能力が不十分な高齢者や障害のある方の生活を支援します。

◆福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス

・福祉サービスの利用に関するサポートを行います。

・預貯金通帳から生活費を払い戻し、ご自宅等にお届けします。

・ 家賃や公共料金などの支払いに滞りがないよう、各種の支払いを代行します。

◆書類等預りサービス

・定期預金や権利書、実印など大切な書類等を紛失しないよう、銀行の貸金

庫にてお預かりします。

契約書

問合せ等は、８ページの相模原市社会福祉協議会まで

≪相模原公証役場の連絡先≫
電 話　042-758-1888
住 所　相模原市中央区相模原 4-3-14
　　　 相模原第一生命ビルディング 5階



知的に障害のある息子がいるん
だけど、息子の障害年金の管理
は私ができるから問題ないわ。

母親は認知症なんだけど、娘の私
が母親に代わって様々な手続きが
できるから心配ないわ。

　認知症の高齢者や知的障害、精神障害に
より判断能力が十分でない方の生活を守り、
支援するためには“成年後見制度”を利用
する必要があります。
　このパンフレットでは、成年後見制度を
利用する必要性について事例等を用いなが
ら説明しています。

社会福祉法人　相模原市社会福祉協議会

成年後見制度に関する相談窓口等成年後見制度に関する相談窓口等成年後見制度に関する相談窓口等
市長申立てや成年後見制度利用支援事業などの相談を受けています。

※緑区の城山、津久井、相模湖、藤野地区にお住まいの方は以下の相談窓口もご利用できます。

●相模原市

緑区に
お住まいの方

中央区に
お住まいの方

高齢の方
知的障害の方
精神障害の方

☎042-775-8812
☎042-775-8810
☎042-775-8811

緑高齢者相談課

緑障害福祉相談課

高齢の方
知的障害の方
精神障害の方

☎042-769-8349
☎042-769-9266
☎042-769-9806

中央高齢者相談課

中央障害福祉相談課

南区に
お住まいの方

高齢の方
知的障害の方
精神障害の方

高齢の方
障害の方
高齢の方
障害の方

☎042-783-8120
☎042-783-8136
☎042-684-3215
☎042-684-3216

☎042-701-7704
☎042-701-7722
☎042-701-7715

南高齢者相談課

南障害福祉相談課

成年後見制度の利用相談も含め高齢者の生活全般に関する相談を
受けています。

●高齢者支援センター
　（地域包括支援センター）

成年後見制度に関する問合せ・利用に関する相談のほか、
次のような事業を行っています。

・成年後見（法定後見）業務
・成年後見制度に関する出前説明会

・日常生活自立支援事業
・権利擁護相談（毎月第４木曜日、予約制）

●相模原市社会福祉協議会

☎042-773-5812

☎042-703-5088

☎042-760-1210

☎042-783-0030

☎042-780-5790

☎042-685-1538

☎042-686-6705

緑

　区

橋本高齢者支援センター

相原高齢者支援センター

大沢高齢者支援センター

城山高齢者支援センター

津久井高齢者支援センター

相模湖高齢者支援センター

藤野高齢者支援センター

☎042-752-1321

☎042-771-3373

☎042-751-6662

☎042-730-3886

☎042-758-7719

☎042-750-1067

中
央
区

中
央
区

小山高齢者支援センター

清新高齢者支援センター

横山高齢者支援センター

中央高齢者支援センター

星が丘高齢者支援センター

光が丘高齢者支援センター

☎042-768-2195

☎042-764-6831

☎042-768-1805

☎042-701-0511

☎042-705-5435

☎042-758-8278

☎042-767-3701

☎042-767-2731

☎042-777-6858

☎046-252-7646

☎042-741-6665

☎042-745-2644

☎042-740-7708

南

　区

大野北高齢者支援センター

田名高齢者支援センター

上溝高齢者支援センター

大野中高齢者支援センター

大沼高齢者支援センター

大野台高齢者支援センター

大野南高齢者支援センター

上鶴間高齢者支援センター

麻溝高齢者支援センター

新磯高齢者支援センター

相模台高齢者支援センター

相武台高齢者支援センター

東林高齢者支援センター

相模原市社会福祉協議会　福祉推進課
あんしんセンター係
電話　042-756-5034

住所　相模原市中央区富士見 6-1-20 
Mail　anshin@sagamiharashishakyo.or.jp

発行年　平成 26 年 3 月／発行元　相模原市社会福祉協議会

８

生活を守り支援する生活を守り支援する生活を守り支援する
高齢者高齢者 障害者障害者や の城 山

保健福祉課
津久井

保健福祉課

藤 野
保健福祉課

高齢の方
障害の方
高齢の方
障害の方

☎042-780-1408
☎042-780-1412
☎042-687-2159
☎042-687-5511

相模湖
保健福祉課


