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【後見制度支援信託の概要】 

 

Ｑ１ 後見制度支援信託とはどのような信託ですか。 

 

Ａ 後見制度支援信託(※)は，ご本人の財産のうち，日常的な支払をするのに必要

十分な金銭を預貯金等として親族の後見人（以下「親族後見人」といいます。）

が管理し，通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。 

後見制度支援信託を利用すると，信託財産を払い戻したり，信託契約を解約

したりするには，あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要になります。 

このように後見制度支援信託は，ご本人の財産を適切に管理・利用するため

の方法の一つです。 

  ※ 本信託に係る契約は，元本補てん付きの指定金銭信託の約款に後見制度支援信託特有の約定（特約）

が付されたものです。 

 

 

【後見制度支援信託の仕組み（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 後見制度支援信託を利用できる類型 

成年後見と未成年後見において後見制度支援信託を利用することができます（このＱ＆

Ａでは成年後見を前提に説明します。）。 

保佐，補助及び任意後見では利用できません。 

 

２ 後見制度支援信託の対象財産 

後見制度支援信託において信託することができる財産は金銭のみです。 

 不動産等の取扱い 

不動産（土地・家屋）や動産（車等）はそのまま信託することはできませんし，後見

制度支援信託を利用することを目的として売却することは想定されていません。 

 

 

 

 

ご本人の財産 

 

 

 

 

信託財産 

預貯金 

親族後見人が管理 

信託銀行等が管理 

通常使用しない金銭 

日常的な支払をするの
に必要十分な金銭 

定期交付 

（信託契約前） （信託契約後） 

専門職後見人が担当  

 

（信託契約） 

追加信託 

以下の手続には家庭裁

判所が発行する指示書が

必要 

○一時金交付（信託財

産の払戻し） 

○定期交付金額の変更 

○追加信託 

○信託契約の解約 

（収支が赤字の場合） 

（臨時的収入があ
った場合など） 
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 株式等の金融商品の取扱い 

株式，投資信託，国債等の金融商品については，売却・換金した場合は信託の対象財

産とすることができますが，ご本人の財産の現状を大きく変更することになるため，個

別の事案ごとに売却・換金するかどうかを検討します。 

 

３ 信託財産の管理 

 後見制度支援信託の特徴 

後見制度支援信託は，ご本人の財産を保護して生活の安定を図ることを目的とする信

託です。 

信託銀行等に信託した財産は，信託銀行等が元々持っている財産とは区別して扱われ

ます（信託財産の独立性）。そのため，万が一信託銀行等が倒産しても，信託財産が信

託銀行等の借金を返すために使われることはありません。 

また，信託銀行等は，金融機関に通常期待される注意義務を尽くした上で信託財産を

管理しなければならないとされています。 

さらに，後見制度支援信託では，信託財産の運用によって元本割れが生じた場合には，

信託銀行等は，元本を補てんしなければなりません。 

もっとも，運用により元本割れが生じた状態で，信託銀行等が倒産した場合，信託銀

行等が元本を補てんすることができないときがあります。この場合でも，預金保険制度

により元本１０００万円までは保護されることになっています。 

 信託にかかる費用 

信託銀行等には，ご本人の信託財産から報酬が支払われます。報酬の仕組みや金額は，

信託銀行等によって異なりますので，詳しい内容については，別紙金融機関一覧をご参

照の上，各信託銀行等にお問い合わせください。 

なお，後見制度支援信託を利用して信託した財産は，元本補てん契約の付された指定

金銭信託で安定的に運用され，予定配当率に基づいて配当が行われます。投資を前提と

した信託のように高い配当が見込めるものではありません。 

 

４ 利用可能な信託銀行等 

後見制度支援信託は，別紙金融機関一覧の信託銀行等により提供されています。これら

の信託銀行においては，電話による問い合わせや，郵送による申込み，信託財産の振込に

よる送金といった対応が可能とされているため，お近くに信託銀行等がなくても，後見制

度支援信託を利用できます。 
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【後見制度支援信託を利用する事案】 

 

Ｑ２ どのような事案で後見制度支援信託を利用するのですか。 

 

 

Ａ ご本人の財産が相当額あり，裁判所が必要と認めた場合です。 

なお，後見事務に専門的な知識や経験が必要であったり，親族間に争いがあ

ったりするような事案については，弁護士，司法書士，社会福祉士等の専門職

を後見人に選任することから，後見制度支援信託は利用しません。 

また，家庭裁判所や専門職の後見人（以下「専門職後見人」といいます。）

による検討の結果，信託できない財産が多い場合，ご本人の身上への配慮（病

状，生活状況等）に照らして収支計画を立てることが難しい場合など，後見制

度支援信託の利用に適さない事情がある事案も，後見制度支援信託は利用しま

せん。 

 

 

 

 ○ 後見事件の事案の分類（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・後見事務に専門的な知識・経験が必要 

・親族間に争いがある 

   など 

専門職後見人による継続的

な関与が必要な事案 

後見制度支援信託の利用に適

さない事情がある事案 

 
・財産が少ない 

・信託できない財産が多い 

・ご本人の身上への配慮に照らし，収支計画 

を立てることが難しい。 

・遺言があるため現状維持が必要  など 

 

後見制度支援信託を利用する事案 
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Ｑ３ 後見制度支援信託の利点は何ですか。 

 

 

Ａ 後見制度支援信託は，ご本人の財産を適切に管理・利用しつつ，保護するため

のものです。また，後見制度支援信託を利用することで，財産管理と家庭裁判所

への報告が簡便になります。 

 

１ 後見制度支援信託を利用する目的 

家庭裁判所は，後見人がご本人の身上に配慮しながら適正に後見事務を行っているかを監

督しますが，それだけではなく，ご本人に一定の財産がある場合や，多額の金銭を受け取る

予定がある場合には，ご本人の権利・利益を守るために，ご本人の財産が適切に管理・利用

されるようにする必要があります。 

後見制度支援信託は，ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つです。 

 

２ これまでの経緯 

 後見制度支援信託は平成２４年２月に導入され，すでに後見が開始している方については

平成２５年４月から信託の利用が可能になりました。そして，ご本人に相当額の財産がある

方について，家庭裁判所は，順次，後見制度支援信託の利用を検討しています。 

 

３ 後見制度支援信託を利用する利点 

 ご本人の財産が適切に管理・利用されるという点に加えて，多くの財産が信託として管理

されるため，後見人が直接管理しなければならない財産が少なくなり，後見人の負担が減り，

家庭裁判所への報告も簡便になります。また，財産管理について，他の親族から見た透明性

が増します。 

 

 

 

  
信託銀行等 親族後見人 

手元で管理する預貯金  

 

信託財産  

不動産等 

ご本人の財産 
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【後見制度支援信託を利用する場合の手続の流れ】 

 

Ｑ４ 後見制度支援信託を利用する場合の手続の流れはどのようになりますか。 

 

 

Ａ 一般的な手続の流れは次のとおりです（親族と専門職の複数後見人の場合）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
審  判 

 

 後見制度支援信託の利用

の適否についての検討 

 

親族後見人が身上への配慮に
関する事務を行う一方，専門職後
見人は，親族後見人等の協力を得
ながら，ご本人の生活状況や財産
状況を踏まえて，後見制度支援信
託の利用に適しているか検討しま
す。 

 家裁へ信託契約締結に関

する報告書等の提出 

専門職後見人は，後見制度支援
信託の利用に適していると判断
した場合には，利用する信託銀行
等，信託財産額，定期交付金額な
どを設定し，家庭裁判所に信託契
約締結に関する報告書等を提出
します。 
一方，後見制度支援信託の利用

に適さないと判断した場合には，
その理由を記載した報告書を家
庭裁判所に提出します。 

 
信託契約締結 

家庭裁判所は，報告書の内容を
確認し，後見制度支援信託の利用
に適していると判断した場合，専
門職後見人に指示書を発行しま
す。その後，専門職後見人は，利
用する信託銀行等に指示書謄本
その他契約の申込みに必要な書類
を提出し，信託契約を締結します。 

 専門職後見人の辞任 

親族後見人への財産の引継ぎ 

信託契約締結後，関与の必要が
なくなれば，専門職後見人は辞任
します。 
辞任後，専門職後見人から，親

族後見人に対し，専門職後見人が
管理していた財産の引継ぎが行わ
れます。 

家庭裁判所 

専門職後見人 

家庭裁判所が後見制度支援信託の利用を
検討すべきと判断した場合には，親族後見人
候補者とともに弁護士，司法書士等の専門職
を併せて後見人に選任します。 

 

 

詳 

細 

は 

Ｑ 

５ 

へ 
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 １ 審判（家庭裁判所） 

家庭裁判所は，後見制度支援信託の利用を検討すべきと判断した場合には，原則として，

弁護士，司法書士等の専門職を後見人に選任します。 

これは，後見制度支援信託を利用すべきかどうかについて判断したり，①信託する財産

の額（信託財産額），②親族後見人が日常的な支出に充てるための額（定期交付金額）な

どを決めたりするには，財産の調査・管理や信託契約に関する専門的な知識や経験が必要

となるためです。 

専門職の関与の方法としては主に次のものがあり，事案に適した方法が選択されます。 

 親族と専門職を後見人に選任する方法 

後見開始当初から親族と専門職を後見人に選任する方法です。専門職後見人が信託契

約を締結した後に辞任して，その後は親族後見人のみで後見事務を行います。 

一般的には，親族後見人が身上への配慮に関する事務を，専門職後見人が財産の管理

に関する事務を，それぞれ分担して行います。 

 当初専門職のみを後見人に選任し，親族が引き継ぐ方法 

後見開始当初は専門職のみを後見人に選任し，専門職後見人が信託契約を締結した後

に辞任し，新たに選任される親族後見人が後見事務を引き継ぐ方法です。 

 

２ 親族後見人が行う後見事務（親族後見人） 

   親族後見人は，ご本人の身上への配慮に関する事務を行います。身上への配慮に関す

る事務の中には，費用の支払が必要なものもありますので，ご本人の財産を管理する専

門職後見人と相談しながら進めてください。 

   専門職後見人が後見制度支援信託の利用を検討するに当たって必要ですので，親族後

見人は，ご本人の財産をいったん専門職後見人に引き継いでください。 

 専門職後見人が親族後見人に対し，ご本人の生活や財産・収支の状況，信託契約の内

容等についてお聞きすることがありますので，ご協力ください。また，ご本人の財産に

関する遺言書が存在する場合は，後見制度支援信託の利用に適さないケースがあります

ので，遺言書が存在する可能性も含めて，専門職後見人に必ず伝えてください。 
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Ｑ５ 専門職後見人が関与するのはなぜですか。専門職後見人は何を行うのですか。 

 

 

Ａ 以下のとおり，後見制度支援信託の利用に適しているか，適している場合に手

元に残しておく財産をどうするかなどを判断する必要があるため，弁護士，司法

書士等の専門職が関与します。 

 しかし，信託契約締結後は，財産管理は親族後見人に引き継がれます。 

 

１ 後見制度支援信託の利用の適否についての検討（専門職後見人） 

 専門職後見人は，親族後見人から財産の引継ぎを受け，ご本人の生活状況や財産状況

の調査を行い，財産目録や収支予定表を作成し，把握した生活状況や財産状況を踏まえ

て，後見制度支援信託の利用に適しているかどうかを検討します。 

 ご本人の財産に関する遺言書が存在する場合は，後見制度支援信託の利用に適さない

ケースがありますので，遺言書が存在する可能性も含めて，専門職後見人は，親族後見

人から情報提供を受ける必要があります。 

 専門職後見人は，後見制度支援信託の利用に適していると判断した場合には，利用す

る信託銀行等を選び，信託財産額や定期交付金額等を検討した上で，家庭裁判所に信託

契約を締結することなどを書いた報告書を提出します（詳しくは下記２をご覧ください。）。 

 一方，専門職後見人が，後見制度支援信託の利用に適していないと判断した場合は，

家庭裁判所はその理由を聴いて再検討します。 

 

２ 家庭裁判所への信託契約締結に関する報告書等の提出（専門職後見人） 

 信託財産額等の設定 

 専門職後見人が以下の事項を検討して報告書を提出し，家庭裁判所が，その内容を確

認し，後見制度支援信託の利用に適しているかを最終的に判断します。 

ア 親族後見人が管理する預貯金額 

入所施設の毎月の費用や日々の生活費は，親族後見人が管理する預貯金口座に振り

込まれる年金等の収入や定期交付金額で賄えるようにするため，専門職後見人は，親

族後見人が管理する預貯金口座には，基本的には後見事務の必要経費（専門職後見人

に対する報酬見込み額も含まれます。）やご本人に関する臨時の出費（冠婚葬祭費，

旅費，交際費，高額でない医療費など）にある程度対応できる金額を残すよう検討し

ます。 

なお，預貯金口座は，親族後見人が管理しやすいように，可能な限りまとめること

が望ましいと思われます。 

 イ 信託財産額 

   信託財産額は，信託することができる財産額から，親族後見人が手元で管理する預

貯金額を除いた額となります。 

ウ 定期交付 

ご本人の収入よりも支出が多くなることが見込まれる場合には，信託財産から必要

な金額が定期的に送金されるようにすることができます。 

定期交付金額は，専門職後見人が収支予定表における赤字額を踏まえて検討します。 

定期交付の間隔（１・２・３・６か月に１度）は，専門職後見人が，親族後見人が

手元で管理する預貯金額と毎月の収支の不足額とのバランスや収入の間隔などを踏ま
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えて検討します。 

エ 追加信託することが相当な時期 

収支予定表において，収支が黒字になることが見込まれる場合や，ある時期にまと

まった収入があることが確実な場合には，親族後見人が手元で管理する預貯金額が多

額になります。預貯金額が多額になる見込みの時期については，専門職後見人が，追

加信託することが相当な時期として，家庭裁判所に対して意見を述べることがありま

す。 

オ 信託銀行等の選択 

専門職後見人が，各信託銀行等のパンフレットなどを参考に，必要に応じて親族等

の意見も踏まえて，利用する信託銀行等を選択します。 

 家庭裁判所への信託契約締結に関する報告書等の提出 

専門職後見人が家庭裁判所に信託契約締結に関する報告書を提出します。 

専門職後見人が，後見制度支援信託の利用について検討するのに要する期間は，いろ

いろな事情によって異なります。また，保険金受領や遺産分割等の課題がある場合には，

課題が解決した後に報告書が提出されます。 

 

 ３ 信託契約締結（専門職後見人） 

家庭裁判所は，速やかに報告書の内容を確認し，専門職後見人に指示書を発行します。 

専門職後見人は，家庭裁判所による指示の日から３週間以内に，利用する信託銀行等に

指示書謄本等を提出して信託契約を申し込みます。契約を締結した後は家庭裁判所に速や

かに契約書の写し等を提出します。 

 

４ 専門職後見人の辞任，親族後見人への財産の引継ぎ（専門職後見人） 

 専門職後見人の辞任 

信託契約締結後，専門職後見人による関与の必要がなくなれば，専門職後見人は，報

酬付与の審判を申し立て，家庭裁判所の許可を得て辞任します。 

   専門職後見人に対する報酬付与 

    専門職後見人に対する報酬付与の審判がされると，ご本人の財産（親族後見人が手元

で管理する預貯金）から専門職後見人に対する報酬が支払われます。 

    専門職後見人に対する報酬額は，家庭裁判所が，専門職後見人の行った仕事の内容や

ご本人の資産状況等のいろいろな事情を考慮して決めます。 

   親族後見人への管理財産の引継ぎ 

専門職後見人から，親族後見人に対し，専門職後見人が管理していた財産の引継ぎが

行われますので，親族後見人はそれらを引き継いだ旨の後見事務報告書を家庭裁判所に

提出してください。 

また，親族後見人は，信託銀行等に対して，後見人の変更手続きを行う必要がありま

す。 
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【信託契約締結後の親族後見人による後見事務】 

（一時金交付） 

 

Ｑ６ 本人に多額の出費を要する事情が生じ，親族後見人が手元で管理している

金銭だけでは足りない場合はどうすればよいですか。 

 

  

Ａ 報告書（一時金交付用）に必要な金額と理由を記載し，その裏付け資料とと

もに家庭裁判所に提出してください。 

家庭裁判所は，報告書の内容を点検し，一時金交付が必要であると判断すれ

ば指示書を発行しますので，指示書謄本を信託銀行等に提出し，一時金の交付

を請求してください。 

 

○ 一時金交付 

   親族後見人が手元で管理する預貯金の額は，予定外の支出が生じた場合でも，直ちに支

払に困ることがないよう考慮して決められています。しかし，信託契約の締結後，ご本人

について予定外の事情が生じて，多額の臨時出費が必要になり，手元で管理する預貯金の

みでは賄えない場合は，親族後見人は，家庭裁判所に一時金交付に関する報告書及び裏付

け資料を提出し，家庭裁判所から指示書の発行を受け，指示書謄本を信託銀行等に提出し，

一時金の交付を請求することができます。 

 

  報告書 

家庭裁判所が用意する定型書式をお使いください。 

  添付資料 

  ア 交付請求額及び交付の理由を裏付ける書類（ご本人を自宅で介護するためのリフォ

ームに関する見積書など） 

  イ 信託銀行等から受領した直近の信託財産状況報告書（ご利用の信託銀行等から定期

的に送付されます。） 

 ウ 親族後見人が手元で管理している預貯金通帳の写し 

 指示書 

  ア 指示書は，親族後見人が提出した報告書に，家庭裁判所が指示することを追加で記

載する形になります。 

イ 家庭裁判所は，報告書が提出されたら，できるだけ速やかに処理します。 

   家庭裁判所による指示の日から指示書謄本の提出までの期限 

   請求期限は家庭裁判所による指示の日から３週間以内となっていますので，それまで

に信託銀行等に指示書謄本を提出し，一時金交付の請求をしてください。 

   指示書謄本の提出から一時金交付までの期間 

    各信託銀行等が速やかに処理するものと思われますが，期間や手続は信託銀行等によ

って異なることがありますので，ご利用の信託銀行等にお問い合わせください。 

   解約手数料 

    信託銀行等によっては，一時金交付の場合に解約手数料がかかります。別紙金融機関

一覧をご覧ください。 
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（定期交付金額の変更） 

 

Ｑ７ 本人の施設入所先変更等により日常的な収支状況に変動があり，定期交付

金額を変更したい場合はどうすればよいですか。 

 

Ａ 報告書（定期交付金額の変更用）に変更前及び変更後の金額と理由を記載し，

その裏付け資料とともに家庭裁判所に提出してください。 

家庭裁判所は，報告書の内容を点検し，定期交付金額の変更が必要であると

判断すれば指示書を発行しますので，指示書謄本を信託銀行等に提出し，定期

交付金額の変更を申し出てください。 

 

 ○ 定期交付金額（信託財産の交付金額）の変更 

   親族後見人は，ご本人の日常的な収支状況に大きな変動があり，定期交付金額を変更す

る必要がある場合は，家庭裁判所に定期交付金額の変更に関する報告書及び裏付け資料を

提出し，家庭裁判所から指示書の発行を受け，指示書謄本を信託銀行等に提出し，定期交

付金額の変更を申し出ることができます。 

 

  報告書 

家庭裁判所が用意する定型書式をお使いください。 

  添付資料 

  ア 変更の理由を裏付ける書類（例：施設利用料が変更になった場合の施設利用料の領

収書，契約書等） 

  イ 信託銀行等から受領した直近の信託財産状況の報告書（信託銀行等から定期的に送

付されます。） 

  ウ 親族後見人が手元で管理している預貯金通帳の写し 

 指示書 

  ア 指示書は，親族後見人が提出した報告書に，家庭裁判所が指示することを追加で記

載する形になります。 

イ 家庭裁判所は，報告書が提出されたら，できるだけ速やかに処理します。 

   家庭裁判所による指示の日から指示書謄本の提出までの期限 

   申出期限は家庭裁判所による指示の日から３週間以内となっていますので，それまで

に信託銀行等に指示書謄本を提出し，定期交付金額の変更の申出をしてください。 

 指示書謄本の提出から定期交付金額の変更までの期間 

    各信託銀行等が速やかに処理するものと思われますが，期間や手続は信託銀行等によ

って異なることがありますので，ご利用の信託銀行等にお問い合わせください。 
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（追加信託） 

 

Ｑ８ 本人に臨時的収入があったり，黒字分が貯まったりして，親族後見人の手

元で管理する金銭が多額になった場合はどうすればよいですか。 

 

 

Ａ 通常使用しない金銭については，報告書（追加信託用）に追加信託財産額を

記載し，裏付け資料とともに家庭裁判所に提出してください。 

家庭裁判所は，報告書の内容を点検し，追加信託が必要であると判断すれば

指示書を発行しますので，指示書謄本を信託銀行等に提出し，追加信託を申し

出てください。 

 

○ 追加信託 

   親族後見人は，相続や保険等により本人について臨時的な収入を得たり，ご本人の収支

の黒字分が貯まったりして，管理する金額が多額になった場合は，家庭裁判所に信託財産

へ金銭を追加すること（追加信託）に関する報告書及び裏付け資料を提出し，家庭裁判所

から指示書の発行を受け，指示書謄本を信託銀行等に提出し，追加信託を申し出ることが

できます。 

 なお，後見制度支援信託開始時等に，親族後見人が管理する金銭の黒字分が貯まって追

加信託をすべき時期があらかじめ決まっている場合，その時期に親族後見人は，自主的に

報告書を提出してください。提出がない場合は，家庭裁判所から追加信託を求めることが

あります。 

  

 報告書 

家庭裁判所が用意する定型書式をお使いください。 

   添付書類 

  親族後見人が手元で管理している預貯金通帳の写し 

 指示書 

  ア 指示書は，親族後見人が提出した報告書に，家庭裁判所が指示することを追加で記

載する形になります。 

イ 家庭裁判所は，報告書が提出されたら，できるだけ速やかに処理します。 

   家庭裁判所による指示の日から指示書謄本の提出までの期限 

   申出期限は家庭裁判所による指示の日から３週間以内となっていますので，それまで

に信託銀行等に指示書謄本を提出し，追加信託の申出をしてください。 

   指示書謄本の提出から追加信託までの期間 

    各信託銀行等が速やかに処理するものと思われますが，期間や手続は信託銀行等によ

って異なることがありますので，ご利用の信託銀行等にお問い合わせください。 
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（信託契約の解約） 

 

Ｑ９ 本人を自宅で介護することになり，信託財産の全てをリフォーム代金に充

てる必要が生じたので，信託を解約したいのですが，どうすればよいですか。 

 

 

Ａ リフォーム等の契約の前に，報告書（解約用）に解約の理由を記載し，その

裏付け資料とともに家庭裁判所に提出してください。 

家庭裁判所は，報告書の内容を点検し，解約が必要であると判断すれば指示

書を発行しますので，指示書謄本を信託銀行等に提出し，信託契約の解約を申

し出てください。 

 

 ○ 信託契約の解約 

  ご本人を自宅で介護するために大規模なリフォームが必要になった場合のように，信託

契約を解約する必要がある場合は，家庭裁判所に信託契約の解約に関する報告書及び裏付

け資料を提出し，家庭裁判所から指示書の発行を受け，指示書謄本を信託銀行等に提出し，

信託契約の解約を申し出ることができます。 

 

  報告書 

家庭裁判所が用意する定型書式をお使いください。 

  添付資料 

  ア 解約の理由を裏付ける書類 

  イ 信託銀行等から受領した直近の信託財産状況の報告書（信託銀行等から定期的に送

付されます。） 

  ウ 親族後見人が手元で管理している預貯金通帳の写し 

 指示書 

  ア 指示書は，親族後見人が提出した報告書に，家庭裁判所が指示することを追加で記

載する形になります。 

イ 家庭裁判所は，報告書が提出されたら，できるだけ速やかに処理します。 

   家庭裁判所による指示の日から指示書謄本の提出までの期限 

   申出期限は家庭裁判所による指示の日から３週間以内となっていますので，それまで

に信託銀行等に指示書謄本を提出し，信託契約の解約の申出をしてください。 

 指示書謄本の提出から信託契約の解約までの期間 

    各信託銀行等が速やかに処理するものと思われますが，期間や手続は信託銀行等によ

って異なることがありますので，ご利用の信託銀行等にお問い合わせください。 

   解約手数料 

    信託銀行等によっては，信託契約を解約する場合に解約手数料がかかります。別紙金

融機関一覧をご覧ください。 
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（家庭裁判所による後見監督） 

 

Ｑ10 後見制度支援信託を利用した場合，家庭裁判所の後見監督はどうなります

か。 

 

 

Ａ 後見制度支援信託を利用した場合であっても，家庭裁判所は，親族後見人が，

ご本人の身上に配慮しながら適正に後見事務を行っているかについて，必要な

監督を行います。 

  ただし，ご本人の財産の多くは信託財産として管理されますので，親族後見

人は手元にある預貯金や不動産等のみを管理することになり，後見人の財産管

理と家庭裁判所への報告は簡便になります。 

 

 ○ 家庭裁判所の後見監督 

後見制度支援信託を利用した場合でも，家庭裁判所は，事案に応じて必要な後見監督を

行います。家庭裁判所からいつ報告を求められても対応できるように，収支を帳簿につけ

たり，領収書や信託銀行等から送付される信託財産状況の報告書を保管したりするととも

に，ご本人の心身の状態や生活状況を定期的に記録するようにしておいてください。 
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（本人が死亡した場合） 

 

Ｑ11 ，本人が死亡したときは，後見制度支援信託について，どのような手続を

する必要がありますか。 

 

 

Ａ ご本人がお亡くなりになった場合は，次の手続を行ってください。 

 

 １ 家庭裁判所に対する連絡，ご本人の財産の引渡し等 

まず，家庭裁判所に，ご本人の死亡事実が記載された戸籍謄本（除籍謄本）又は死亡診

断書のコピーを添付して，ご本人が死亡したことを報告してください。そして，死亡から

２か月以内に管理していた財産の収支を計算し，親族後見人が管理していたご本人の財産

と信託財産に関係する書類を相続人に引き渡し，家庭裁判所に後見事務終了の報告をして

ください。 

 

２ 信託銀行等に対する連絡，財産の支払 

信託銀行等に速やかに連絡してください。信託銀行等は，親族後見人からの連絡に基づ

き定期交付を終了し，信託報酬等を清算した後の信託財産をご本人の相続人に支払うこと

になります（相続人が複数ある場合は，遺産分割協議書等の提出を求められることがある

など，信託銀行等によって必要とされる書類が異なります。詳しくは，各信託銀行等にお

問い合わせください）。 

親族後見人が，信託銀行等への連絡を怠り，定期交付金を手元の預貯金口座で受領し続

けた場合には，不正行為とみなされる可能性がありますので，注意してください。 

  ※ 信託銀行等によっては，信託報酬のほかに手数料がかかります。別紙金融機関一覧をご覧ください。 

 

 ３ 法務局に対する終了の登記申請 

   法務局に終了の登記申請をしてください。 


