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※ 保佐人になられた方は，審判書において財産管理について代理権が付与されているか

否かをご確認の上，本書面をよくお読みください。 

基本事件番号： 平成  年（家）第    号 

被保佐人：  

□【財産管理について代理権を付与された場合】 

●保佐人は，保佐事務について毎年１回は，自主的に報告をしてください。 

【平成  年度報告からの作成基準及び報告期限】 

作成基準日：毎年  月末日現在 

保佐事務報告期限： 毎年  月末日（必着） 

●保佐事務報告の際に提出するもの 

【必ず提出するもの】 
【前回報告当時から，報告内容に変更があった場合に提出する

もの】 

・保佐事務報告書（本ハンドブック内

の様式を利用して作成する。） 

・財産目録（本ハンドブック内の様式

を利用して作成する。） 

・通帳の写し，定期預金・定額貯金の

証書又は通帳写し 

※10万円を超える支出がある場合，そ

の領収書・レシート写し 

・被保佐人の住民票，入院先や入所施設に関する資料写し 

・収支予定表（本ハンドブック内の様式を利用して作成す

る。） 

・有価証券（株式，投資信託など）の取引残高報告書（通知

書）写し 

・保険証書の写し 

・不動産の登記全部事項証明書（登記簿謄本） 

・10万円以下の支出に関する領収書等，現金出納帳，その他

財産資料写し 

 

□【財産管理について代理権を付与されていない場合】 

●当裁判所から 2年に１回の割合で照会書を送付します。 

●保佐事務報告の際に提出するもの 

【必ず提出するもの】 
【前回報告当時から，報告内容に変更があった場合に提出する

もの】 

保佐事務報告書（本ハンドブック内の

様式を利用して作成する。） 
被保佐人の住民票，入院先や入所施設に関する資料写し 

 

   （連絡先） 〒753-0048山口市駅通り一丁目６番１号  

               山口家庭裁判所 家裁訟廷書記官室 

   電話０８３－９２２－９１４９（直通）   ＦＡＸ０８３－９２２－３７３５ 

ご不明なことや連絡したいことがございましたら，連絡票（本ハンドブック内の様式 

を利用して作成する。）にご記入の上，郵便又はファクシミリでご連絡ください。 

電話による問合せの際は，上記の基本事件番号と被保佐人のお名前をお伝えください。 

 

                          （平成 28年 7月版）

重要 

重要 
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１ はじめに                                   

本ハンドブックは，あなたが保佐事務を行っていく上で大切な事項を記

載しています。保佐事務が終了するまで大事に保管し，職務の参考になさ

ってください。 

 

～保佐人の職務と責任について～ 

保佐人は，被保佐人（以下，「ご本人」といいます。）の意思を尊重して，

その判断能力を補い，ご本人の権利が守られるようにすることにあります。 

保佐人は，同意権・取消権を行使して，ご本人がした法律行為に同意し，

または，ご本人がした法律行為を取り消すことにより，ご本人をサポート

することになります。また，付与された代理権の範囲で，ご本人の財産に

関する法律行為を代理します。なお，保佐人に代理権付与がされない限り，

代理権はありません。 

保佐人は，保佐事務を行うにあたっては，善良な管理者の注意をもって

処理する義務があり，ご本人の意思を尊重し，ご本人の心身の状態及び生

活の状況に配慮しなければなりません。 

 

  故意・過失によってご本人に損害を与えたときは，保佐人はその損害を

賠償することになり，また，財産の横領があったときは，保佐人は業務上横

領罪などの刑事責任を問われることがあります。 

    保佐人が業務を行うにあたり，ご不明な点がございましたら，家庭裁判所 

 にお尋ねください。 

 

 

２ 保佐人の主な仕事（同意権・取消権の行使）について             

ご本人が民法１３条１項に定められた行為を行うにあたっては，保佐人

の同意を得なければいけません。同意を得ずに行った行為については，保

佐人はその行為を取り消すことができます。 

以下，民法１３号１項各号について説明します。 

（１号）元本を領収し，またはこれを利用すること 

「元本」とは，預金や貸金，賃貸不動産など，利息や賃料などを生

み出す元となる財産を意味します。預貯金の払戻しをするときや他

人に所有不動産の賃借をさせるときなどは保佐人の同意が必要です。 

（２号）借財または保証をすること 

人からお金を借りたり，他人の保証人になるときは保佐人の同意が

必要です。 
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（３号） 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をす

ること 

ご本人の土地や建物・高価な財産について，それを売ったり，貸し

たり，担保をつけたりするときは，保佐人の同意が必要です。預金

口座の開設をすること，介護契約や施設入所契約，雇用契約も含ま

れます。「重要な」財産であるかどうかは，社会の経済状況とご本人

の財産の状態から判断されることになります。 

（４号）訴訟行為をすること 

訴訟を起こしたり，訴訟を取り下げたりするときは保佐人の同意が

必要です。相手方が起こした訴訟に応えることは，ここにいう「訴

訟行為」には含まれません。離婚や認知などの裁判（人事訴訟）に

ついては保佐人の同意は必要ありません。 

（５号）贈与，和解又は仲裁合意をすること 

ご本人が第三者に贈与をする場合は，保佐人の同意が必要です（※

贈与を受ける場合は含まれません）。争っている事案について和解を

するときも，保佐人の同意が必要です。 

（６号）相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること 

（７号） 贈与の申込みを拒絶し，遺贈を放棄し，負担付き贈与の申込みを承

諾し，または，負担付き遺贈を承認すること 

贈与の申込みを拒絶したり遺贈を放棄することは，財産を獲得する

機会を失うことになるので，保佐人の同意が必要です。「負担付き贈

与」や「負担付き遺贈」とは，何らかの債務がある財産のことです

ので，その受け取りを認めることは，何らかの義務を負担するとい

うことになります。そのため，保佐人の同意が必要となります。 

（８号）新築，改築，増築または大修繕をすること 

（９号）民法６０２条に定められた期間を超える賃貸借契約をすること 

       宅地を５年以上，建物を３年以上，動産を６か月以上にわたって貸

す契約をするときは，保佐人の同意が必要です。 

※その他の留意事項 

日用品の購入その他日常生活に関する行為は，保佐人の同意は必要あり

ませんし，同意権の範囲の拡張（「３ 同意権の範囲の拡張」参照）の対象

とすることもできません（民法９条）。 
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３ 同意権の範囲の拡張                          

家庭裁判所は，ご本人や保佐人などからの申立てにより，民法１３条１

項各号（「２ 保佐人の主な仕事（同意権・取消権の行使）について」参照）

に掲げられていない法律行為についても保佐人の同意を得ることを要する

とする旨の審判をすることができます（同意権の範囲の拡張）。 

拡張された範囲の行為について，保佐人は同意権・取消権を有すること

になります。 

同意権の範囲の拡張の審判は，後日，その全部または一部を取り消すこ

ともできます。 

 

 

４ 特定の法律行為についての代理権の付与                

家庭裁判所は，ご本人や保佐人等の申立てにより，特定の法律行為につ

いて，保佐人に代理権を付与する審判をすることができます。「特定の法律

行為」には，財産管理に関する法律行為のほか，身上監護に関する法律行

為も含まれます。 

代理権付与の審判がされるためには，ご本人による申立て，または，ご

本人による同意が必要となります。 

代理権付与の審判は，後日，その全部または一部を取り消すことができ

ます。 

家庭裁判所で付与された代理権は，ご本人のために付与されたものであ

り，特定の保佐人に付与されたものではありません。したがって，保佐人

が交替した場合にも後任の保佐人は前任の保佐人と同じ代理権を行使する

ことができます。 

 

 

５ 保佐事務の報告（定期報告）について【重要】                                   

財産管理につき代理権が付与されていない保佐人は，裁判所から照会書

が届いたら保佐事務の報告をしてください。 

財産管理につき代理権が付与されている保佐人は，毎年 1回，家庭裁判

所が指定する期限までに，自主的に，保佐事務の報告をしてください。作

成基準日及び報告期限は，本ハンドブックの表紙に記載してあります。 

（※代理権の有無については本ハンドブックの表紙でご確認ください。） 

家庭裁判所は，ご本人の利益が十分守られるよう保佐人の保佐事務を監

督します。家庭裁判所ではあなたが提出した保佐事務報告書等に基づいて，

保佐事務が適切に行われているかどうかを精査します。保佐人が期限内に
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保佐事務の報告をしない場合や家庭裁判所からの問合せに応じない場合，

報告の内容に事実と食い違いがある場合には，事情をお伺いします。場合

によっては，保佐人を解任されることもありますので，定められた期限内

の提出及び正確な保佐事務報告を行ってください。 

※ 家庭裁判所が必要と認めるときは，上記の提出期限に限らず，保佐事務につ

いて報告を求めることがあります（民法８７６条の５第２項，８６３条）。 

※ 提出された保佐事務の報告に関して，担当者から問い合わせをする場合があ  

りますので，提出した報告書等の資料については写し（コピー）を取って保管  

しておいてください。 

※ 「保佐事務報告書」，「財産目録」等の様式は毎回必要になりますので，コピ

ーしてお使いください（各様式はご自宅のパソコン等で作成していただいて

も構いません。）。 

 

 

６ 「保佐事務報告書」について（１４～１９ページ参照）                           

（１） ご本人の生活状況や財産の状況，その他裁判所に報告しておきたいこ

とを記入してください。 

（２） 本ハンドブック内の様式（１７～１９ページ）を利用して，保佐事務

報告書を作成してください。 

 

ご本人の財産管理につき，保佐人に代理権が付与されている場合は，上記

の「保佐事務報告書」のほかに，保佐人に付与されている代理権の内容に応

じて，以下の第７～１４項記載の書面もあわせて，ご提出ください。 

 代理権付与がない保佐人の方につきましては，第１５項以降をお読みくださ

い。 

 

 

 

７ 「財産目録」について（２０～２３ページ参照）                              

※ご本人の不動産や預貯金の管理等につき代理権付与がされている場合 

（１） 本ハンドブック内の様式（２２，２３ページ）を利用して，財産目録

を作成してください。 

（２） 預貯金・現金は，毎回報告が必要です。通帳は，作成基準日まで記帳

を済ませた上で財産目録（２２ページ，１項）に記入をしてください。 

（３） 預貯金・現金以外の財産（２２ページ，２～５項）は，該当箇所にチ

ェックを入れ，変動の有無について報告をしてください。 
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    なお，前回報告した内容に変動があった場合には，現在の財産の内容

を別紙（２３ページ）に記入してください。その際，処分等により消滅

した財産があれば，財産目録に消滅前の内容を記載した上で，二重線で

抹消し，消滅した理由を備考欄に記載してください。 

（４） 財産目録の作成にあたっては，保険証書，不動産の登記全部事項証明

書などで，ご本人の財産を正確に把握し，財産目録を作成してください。 

 

 

８ 通帳及び預貯金証書の管理とその写し等の提出について          

※金銭管理につき代理権付与がされている場合 

 

（１） ご本人名義の通帳を，保佐人の個人名義や第三者の名義にしてはいけ

ません。ご本人名義のままとするか，保佐人が管理していることを明確

にするため, 

「 山 口 太 郎    保佐人 萩  夏 男 」 

      （ご本人名）         （保佐人名） 

  という名義にしてください。 

（２） ご本人の通帳（口座）が多い場合，なるべく１つの口座にまとめるな

どし，預け替えが頻繁に行われないようにしてください。また，自動振

替を活用し，通帳に支出内容の記載が残るようにしてください。通帳か

ら現金を引き出すときは，その理由が分かるように通帳の支出欄にメモ

書きするか，現金出納帳に記録を残し，お金の使いみちが分かるように

してください。 

（３） ご本人の財産から支出できるのは，ご本人の生活・療養看護に関する

費用，保佐事務に要する諸費用（コピー代，交通費など）のみです。 

ご本人のお金と，そのご家族や保佐人のお金を同じ口座で管理したり，

ご本人の口座から勝手に（家庭裁判所の承認を事前に得ることなく）家

族の生活費等を支出してはいけません。 

（４） 通帳は作成基準日まで記帳をし，前回の作成基準日の翌日から今回作

成基準日までの記帳部分をすべてコピーした上で，ご提出ください。 

    また，総合通帳のときは，定期・定額欄のページもすべてコピーをし

て提出してください。 

（５） 定期預金・定額貯金の証書についても，すべてコピーをして提出して

ください。 

   ※ コピーの取り方については，本ハンドブック内の添付資料２「提出資料の 

    作成方法」（１３ページ）をご参照ください。 
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９ 有価証券（株式，国債など）について                      

※金銭管理につき代理権付与がされている場合 

（１） ご本人の有価証券を保佐人や第三者に譲渡したり，名義変更をした 

   りしてはいけません。 

（２） 有価証券を売却する場合は，事前に裁判所に連絡をしてください。 

（３） 有価証券の内容に変動があった場合には，「保佐事務報告書」の「本

人の財産状況について」の６項（１９ページ）に記載するとともに，財

産目録にも記載をしてください。その場合，有価証券の最新の内容を示

す契約先作成の取引残高報告書などの資料の写しなど，変動があること

が分かる資料を提出してください。 

 ※ 家庭裁判所が必要と認めるときは，上記にかかわらず，有価証券取引残 

  高報告書などの提出を求めることがあります。契約先から通知される残高 

  報告書は必ず保管しておいてください。 

 

 

10 領収書等の保管と 10万円を超える領収書等の写しの提出について                       

※金銭管理につき代理権付与がされている場合 

（１） 領収書やレシートは保管し，１０万円を超える支出をしたときは，そ

の写しを提出してください。 

（２） １０万円以下の支出であっても，必要に応じて，家庭裁判所から領収

書やレシート等の写しの提出を求めることがあります。 

（３） １０万円を超える臨時収入があった場合は，その内容が分かる資料を

提出してください。 

 

 

11 「収支予定表」について（２４～２５ページ参照）                            

※ 保佐事務報告書の本人の財産状況についての欄で，月々の定期収入又は定 

 期支出について「□変化があった」にチェックをされた場合や裁判所から提 

 出を求められた場合には，収支予定表を作成して提出してください。なお， 

 月々の定期収入又は定期支出について，前回報告以降，特に変わりがない場 

 合は，収支予定表を提出していただく必要はありません。 

（１） 毎月の収入がいくらで，毎月支出するものがいくらになるのかを計算

し，ご本人の収支を正確に把握した上で，作成してください。収支が赤

字になるときは，支出の改善ができないかを検討し，赤字が避けられな

い場合は預貯金の取り崩し等も念頭に入れて，慎重に予定を立ててくだ

さい。 
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なお，収支予定表への記入は必ず月額に換算した上で行ってください。 

（２） 本ハンドブック内の様式（２５ページ）を利用して，収支予定表を作

成してください。 

 

 

12 現金出納帳への記録について                               

※金銭管理につき代理権付与がされている場合 

（１） ご本人の小遣いや日用品の購入のため，施設や病院へ現金を預けたり，

保佐人の手元に少額の現金を保管するときは，必ず現金出納帳に入出金

の記録を残してください。 

   ※ 現金出納帳は市販のものをご利用いただいて構いません。 

（２）  現金出納帳については，必要に応じて家庭裁判所から提出を求めるこ

とがあります。 

【注意】必要以上の現金を保佐人の手元で保管しないでください。 

 

 

13 保険契約について                                   

※保険契約につき代理権付与がされている場合 

（１） 保険金の受取人名義を保佐人や第三者名義に変更するなど，ご本人の

利益を害するような内容での契約変更をしてはいけません。 

（２） ご本人の家族等が加入している保険につき，特別な事情がない限り，

その保険料をご本人の財産から支出してはいけません。 

（３） 保険の内容に変更があった場合は，保険証書の写しを提出してくださ

い。 

 

 

14 不動産の管理・処分について                               

※不動産の管理・処分につき代理権付与がされている場合 

（１） ご本人の居住用不動産の処分が必要になったときは，家庭裁判所に対

して「居住用不動産処分の許可の申立て」をしてください。保佐人が家

庭裁判所の許可なく勝手に処分をしてはいけません。 

居住用不動産の処分の許可の申立書の書式は家庭裁判所にあります。 

 ※ 裁判所のホームページから書式をダウンロードすることもできます。   

 ※ ご本人が借りているアパート等の賃貸借契約を解除（解約）する場合にも， 

  「居住用不動産処分の許可の申立て」が必要です。 
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（２） 居住用不動産以外の不動産の処分の予定があるときも，家庭裁判所に

事前に連絡をしてください。家庭裁判所への連絡の方法については，「19  

家庭裁判所への連絡について」（１１ページ）をご参照ください。 

（３） ご本人の不動産を担保に借入れの申込みをするときは家庭裁判所に連

絡をしてください。ただし，それがご本人の利益に適うという事情がな

いかぎり，借入れはできません。 

（４） 不動産の内容に変更があった場合は，不動産の登記全部事項証明書（登

記簿謄本）を提出してください。 

 ※ 家庭裁判所が必要と認めるときは，上記にかかわらず，不動産の登記全

部事項証明書や納税通知書の写し等の提出を求めることがあります。 

 

 

【共通】 

15 臨時保佐人の選任について                               

 ご本人と保佐人の利益が相反する場合には，ご本人の利益を確保するた

め，ご本人のために臨時保佐人を選任する必要があります。その場合には，

家庭裁判所に対し「臨時保佐人選任の申立て」をしてください（民法８７

６条の２第３項）。 

 【利益が相反する例】 

 ・ご本人と保佐人が共同相続人である場合の遺産分割 

 ・ご本人と保佐人との売買契約など，財産の譲渡行為など                          

 臨時保佐人選任の申立書の書式は家庭裁判所にあります。  

 ※ 最高裁のホームページから書式をダウンロードすることもできます。      

 

 

16 保佐人の任務の終了について                               

【保佐人の任務の終了事由】 

  ① ご本人の死亡 

ご本人がお亡くなりになった場合には，保佐が終了します。ご本人

が亡くなられた場合は，速やかに（少なくとも亡くなられた日から１

か月以内に），必ず家庭裁判所へ連絡してください（保佐人の任務終

了に必要な書類をお渡しします）。 

  ② ご本人の判断能力の回復 

  ご本人の判断能力の回復により保佐開始の取消審判がなされた場

合には，保佐が終了することになります。 

  ③  類型の変更 
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ご本人につき，ほかの類型（後見や補助）の開始審判がされた場合

には，保佐が終了することになります。 

  ④ 保佐人の辞任 

 保佐人が，高齢，病気，遠方に転居するなど，保佐人としての職務 

を続けられなくなった場合，家庭裁判所に対し「保佐人の辞任の申立 

て」をしてください。また，保佐人が辞任した場合は新たに保佐人を 

選任する必要がありますので，併せて「保佐人の選任」の申立てもし 

てください。 

  ⑤ 保佐人の解任（注意） 

  保佐人に不正な行為（財産の横領等），著しい不行跡（ご本人の身上

監護に悪影響を及ぼすもの，ご本人の財産に危険を生じさせるもの等），

その他保佐の任務に適さない事由（保佐人の権限濫用，不適当な方法

での財産管理，家庭裁判所への報告を怠るなどの職務懈怠，家庭裁判

所からの指示に従わない場合）があるときは，ご本人，その親族，保

佐監督人及び検察官の請求や家庭裁判所の職権により，保佐人を解任

する審判をします。 

  一度，解任の審判を受けると，その後は保佐人になることはできま

せん。 

 

 

17 保佐人の登記について                                 

（１） 保佐人であることの登記事項証明書の取り寄せ方 

    ※ 保佐人の選任審判確定後，２～３週間程度で取り寄せることができます。 

 

① 郵送で取り寄せる場合 

  （申請先） 

〒102-8226 東京都千代田区九段南１－１－１５ 

 九段南第２合同庁舎 

東京法務局 民事行政部 後見登録課 

（電話０３－５２１３－１３６０）  

（必要書類） 

・登記事項証明申請書 

※ 東京法務局のホームページにおいて申請書式のダウンロードができ 

 ます。  

・手数料  …１通につき収入印紙５５０円 

・返信用封筒…長３形の封筒に，返信先を記入し，82円切手を貼付 
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・申請者の身分が確認できるもののコピー 

      …運転免許証，パスポート，住民票の写し等のコピー 

  

   ② 最寄りの法務局の窓口で交付を受ける場合 

     最寄りの法務局の本局で取ることができます（支局・出張所では取

り扱っていません）。詳しくは山口地方法務局にお問い合わせくださ

い。 

 

 ※ 山口地方法務局 

〒７５３－８５７７ 

山口県山口市中河原町６－１６ 山口地方合同庁舎 ２号館 

（電話 ０８３－９２２－２２９５〔代表〕） 

（必要書類） 

・登記事項証明申請書（申請窓口にてもらってください） 

・手数料  …１通につき収入印紙５５０円 

・申請者の身分が確認できるものを持参 

      …運転免許証，パスポート，住民票の写しなど 

 

（２） 変更登記の申請 

   ご本人の住所，本籍や氏名が変更になったり，保佐人の住所や氏名が変

更になった場合は，変更の登記をしてください（手数料不要）。申請先は東

京法務局になります。 

   ※ 申請の際に，住民票や戸籍などの資料が必要となる場合があります。添付 

    資料については，東京法務局にお尋ねください。 

（３）終了登記の申請 

   ご本人がお亡くなりになった場合には，保佐終了の登記をしてください

（手数料不要）。申請先は東京法務局になります。 

   

 

18 保佐人の報酬について                                 

（１） 保佐人は，その事務の内容に応じてご本人の財産から報酬を受け取る

ことができます。ただし，保佐人は家庭裁判所に対し「保佐人に対する

報酬付与の審判の申立て」をする必要があります。 

  保佐人に対する報酬付与の申立書の書式は家庭裁判所にあります。 

 ※ 裁判所のホームページから書式をダウンロードすることもできます。        
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（２） 申立て後，家庭裁判所は，保佐人の職務期間や職務の内容，ご本人の

財産の額や内容を考慮して，報酬を付与するのが相当かどうか，相当な

場合はその金額をいくらとするのかを審判で決定します。同審判があれ

ば，認められた額だけご本人の財産から受け取ることができます。この

手続を経ずにご本人の財産から報酬を受け取ってはいけません。 

（３） 報酬の前払いはできません。保佐事務報告書提出時や，保佐人を辞任

する時，保佐事務終了時など，一定の職務を行った後に，後払いとして

請求していただくことになります。 

 

 

19 家庭裁判所への連絡について（２６～２７ページ）                                 

 保佐事務を行うにあたって，ご不明なことや家庭裁判所に連絡したい

ことがありましたら，本ハンドブック内の様式（２７ページ）の「連絡

票」にご記入の上，郵便またはファクシミリでご連絡ください。 

     家庭裁判所で内容を確認し，保佐人に折り返しご連絡差し上げます。 

        ※ 急な電話での問合せにはすぐに対応できないことがあるため，郵便また

はファクシミリでの連絡にご協力ください。  

                                 

                           

 

 

20 その他                                 

（１） 「保佐人としてできること，できないこと」の一覧表を本ハンドブッ

クの１２ページに添付していますので，保佐事務の参考にしてください。 

（２） 保佐事務報告書等の記載に当たっては，万年筆やボールペンを使用し

てください。鉛筆やシャープペンシル，「消せるボールペン」（こすると

消えるボールペン）は使用しないでください。 



(資料１)

   保佐人は，被保佐人（ご本人）の財産を，保佐人や第三者の財産と混同させてはい
けません。また，被保佐人の財産から支出できるものは，基本的には被保佐人の生
活，療養看護に関する費用及び保佐等事務に関する費用のみです。
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 【財産の把握と収支管理】    

× 

△ 

○ 

保佐人としてできること，できないこと 

 ◎ できること     
        ※①～⑤については，財産管理につき保佐人に代理権が付与されている場合のみ 

   ① 被保佐人名義の預貯金を整理統合すること。 

  ② 被保佐人が相続人となる遺産相続において，債務超過のため相続放棄をすること。 

  ③ 被保佐人の生活費（食費・光熱費・被服費）の支払い 

  ④ 被保佐人の入院又は施設入所費用，介護費用の支払い 

  ⑤ 被保佐人に関する税金，保険料等の支払い 

  ⑥ 保佐事務等に要する諸費用（コピー代，交通費など）の支払い 

     ただし，これらについては支出の必要性，被保佐人の財産の総額等に照らして相 

   当な範囲に限られます。例えば，交通費は原則として電車やバスなどの公共交通 

   機関の料金に限られ，高額なタクシーなどについては特別の事情がない限り認め 

   られません。 

 △ 裁判所に相談していただくこと 
  ① 被保佐人名義の預貯金通帳や証書を病院や施設，第三者に管理してもらうこと。 

  ② 被保佐人が生計の柱であった場合の家族の生活費の支払い 

  ③ 親族や近隣への多額の慶弔費の支払い 

  ④ 福祉対応車両の購入 

  ⑤ 被保佐人の介護に必要な自宅の改築等 

 

 × やってはいけないこと 
  ① 被保佐人の預貯金を口座から引き出し，現金を保佐人等宅で保管すること。 

  ② 被保佐人の財産を元本保証されないようなものに投資すること。 

  ③ 被保佐人名義の財産を保佐人等の個人名義とすること。 

     「○○（被保佐人氏名） 保佐人△△（保佐人氏名）」であれば構いません。 

  ④ 保険契約の際に契約者や受取人を被保佐人以外とすること。 

  ⑤ 遺産分割の際，被保佐人の相続分をゼロとしたり，相続放棄すること。 

     （法定相続分を確保する必要があります。） 

  ⑥ 保佐人に対する報酬を被保佐人の財産からあらかじめ差し引くこと。 

  ⑦ 被保佐人の入院先や入所施設への謝礼の支払い 

  ⑧ 親族等が被保佐人を見舞う際の交通費や日当，食事代の支払い 

  ⑨ 被保佐人の不動産を親族や他人に贈与したり低価格で売却すること。 

  ⑩ 親族や他人に金を貸し付けること。 



（資料２）
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１ 資料のサイズはA４判（このページのサイズです。）でお願いします。どうして 
 も入らないときはA３判でお願いします。 

２ コピーをしていただく際は，A４用紙を縦にしたとき，その左側に２センチ程度 

 の空白（とじしろ）ができるようにしてください。 

３ 預貯金通帳のコピーを取るときは，次の部分をコピーしてください。 
 ・ 表紙（金融機関名，通帳の種類，店番号，口座番号，口座の名義人の氏名など 
  の記載があります。） 
 ・ 表紙をめくってすぐの見開きページ（口座番号，取扱支店名などの記載があり 
  ます。） 

 ・ 前回の作成基準日の翌日から今回作成基準日までの記帳部分（総合通帳のとき 

  は，定期・定額欄のページも含む。） 

  ※ 定期・定額欄に記帳がなくても同欄の最初のページは提出してください。 

提出資料の作成方法 

４ 預貯金証書や保険証書など裏表両面に記載があるものは，両面ともコピーしてく 

 ださい。 

５ 複数の領収書やレシートを１枚の用紙にコピーするときは，支払の種類ごとにま 

 とめてください。 



様 

式 
 

 

（目次） 

 

１ 保佐事務報告書（記載例及び書式）  …Ｐ14 

２ 財産目録（記載例及び書式）      …Ｐ20 

３ 収支予定表（記載例及び書式）    …Ｐ24 

４ 連絡票（記載例及び書式）           …Ｐ26 

 



※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。 
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基本事件番号 平成●●年(家)第●●●●号 【被保佐人（本人）：●●●● 】 

保佐事務報告書 

     平成●●年●●月●●日（作成基準日） 

住 所  ●●市●●１丁目●番●号      

保佐人  ● ● ● ●     印     

電話番号 ●●●－●●●－●●●        

 

 本人の生活状況について  

 

１ 前回報告以降，本人の住所に変化はありましたか。 

 □ 変わらない。  □✔ 以下のとおり変わりました。 

□  住民票上の住所が変わりました。添付した住民票写しのとおりです。 

□✔  実際に住んでいる場所が変わりました（入院先，入所施設などを含む）。 

 （住所）●●市●●５丁目●●番●●号 

 （入院先，施設名） ▲▲総合病院 

 ※ 変更があるときは，確認できる住民票，入院や施設入所に関する資料を添付してく

ださい。 

２ 前回報告以降，本人の健康状態や生活状況に変化はありましたか。 

 □ 特にない。   □✔ 以下のとおり変化があります。 

   平成●年●月●日より▲▲病院に入院しました。 

 

   同意権・取消権の行使について  

 

１ 同意権の行使については， 

□ 行使しました（契約書等の写しを提出してください）。 

（内容） 

□✔ 行使していません。 

２ 今後，同意権を行使する予定については， 

□ 予定があります。 

（内容） 

□✔ 予定はありません。 

３ 取消権の行使については 

□✔ 行使しました（契約書等の写しを提出してください）。 

    （内容）平成●年●月●日 

訪問販売による健康食品の購入契約の取り消し 

□ 行使していません。 

 

 

記載例 

「基本事件番号」は本ハンドブ

ックの表紙に書いてあります。 

「作成基準日」は本ハンドブッ

クの表紙に書いてあります。 

該当するチェックボッ

クスにチェック（☑）

を入れてください。 



※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。 
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財産管理等につき代理権が付与されている場合にはこちらにもご記入ください 

 

 

 本人の財産状況について  

 

１ 前回報告以降，月々の定期収入と定期支出に変化はありましたか。 

 □ 特に変わらない。 

 □✔ 変化があった → □収入が変わった。 □✔支出が変わった。 

  （「変化がある」と答えた場合）変わった理由は何で，変わった後の月額はいくらで

すか。以下にお書きください。また，変化があったことが確認できる資料を本報告書

に添付し，収支予定表を作成をして提出ください。） 

   入院したので，毎月の支出が２万円増えました。 

   添付の収支予定表に記載したとおりです。 

 

 

２ 前回報告以降，１回につき１０万円を超えるような臨時収入がありましたか。 

 □ ない。  □✔ ある。 

  （「ある」と答えた場合）その内容と金額はどのようなものですか。以下にお

書きください。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してく

ださい。 

  入院保険金３０万円を受領しました。保険会社からの支払通知書を添付します。 

   

 

３ 前回報告以降，１回につき１０万円を超えるような臨時支出がありましたか。 

 □ ない。  □✔ ある。 

  （「ある」と答えた場合）その内容と金額はどのようなものですか。以下にお書きく

ださい。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してください。 

   車椅子購入費用のため１５万円を▲▲銀行▲▲支店から引き出して支払いま

した。領収書を添付します。 

 

 

４ 前回報告以降，本人が得た金銭（定期収入，臨時収入の全てを含む。）は，全

額，今回コピーを提出した通帳に入金されていますか。 

 □ はい。  □✔ いいえ。 

  （「いいえ」と答えた場合）入金されていないお金はいくらで，現在どのように管理

していますか。また，入金されていないのはなぜですか。以下にお書きください。 

      健康祝金８万円を受領しました。手元において，現金出納帳で管理している 

  ので提出します。 

 

 

 

領収証等

を添付し

てくださ

い｡ 

変化があっ

たときは，

収支予定表

を月額で作

成 し ,添付

してくださ

い。 

【注意】通帳に記帳されないものは，現金出納帳で管理するなど

してください。多額の現金を手元で保管することはできません。 

支払通知

書等を添

付してく

ださい。 



※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。 
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５ 前回報告以降，本人の財産から，本人以外の人（本人の配偶者，親族，保佐人

自身を含みます。）の利益となるような支出をしたことがありますか。 

 □ ない。  □✔ ある。 

  （「ある」と答えた場合）誰のために，いくらを，どのような目的で支出しましたか。

以下にお書きください。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出して

ください。 

   本人の配偶者の治療費に８万円支出しました。領収書を提出します。 

   

 

 

 

 

 

６ その他，財産の変動等，裁判所に報告しておきたいことがあればお書きくださ 

 い。 

   本人所有の不動産を売却するか検討中です。 

 

 

 

 

※ □がある箇所は，必ずどちらか一方の□にレ点を入れてください。 

※ 完成したら，裁判所に提出する前に写しを取って，次回報告まで大切に保管してくだ 

  さい。 

【注意】支出の内容や金額によっては，返金を求めることがありま

す。後見人ハンドブックの資料１「後見人としてできること，できな

いこと」を参考にしてください。 



※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。 

 

17 

 

基本事件番号 平成  年(家)第   号【被保佐人（本人）：        】 

保佐事務報告書 

     平成  年  月  日（作成基準日） 

住 所                    

保佐人                  印 

電話番号     －      －       

 

 本人の生活状況について  

 

１ 前回報告以降，本人の住所に変化はありましたか。 

 □ 変わらない。  □ 以下のとおり変わりました。 

□  住民票上の住所が変わりました。添付した住民票写しのとおりです。 

□ 実際に住んでいる場所が変わりました（入院先，入所施設などを含む）。 

 （住所） 

 （入院先，施設名）  

 ※ 変更があるときは，確認できる住民票，入院や施設入所に関する資料を添付してく

ださい。 

２ 前回報告以降，本人の健康状態や生活状況に変化はありましたか。 

 □ 特にない。   □ 以下のとおり変化があります。 

    

 

   同意権・取消権の行使について  

 

１ 同意権の行使については， 

□ 行使しました（契約書等の写しを提出してください）。 

（内容） 

 

□ 行使していません。 

２ 今後，同意権を行使する予定については， 

□ 予定があります。 

（内容） 

 

□ 予定はありません。 

３ 取消権の行使については 

□ 行使しました（契約書等の写しを提出してください）。 

    （内容） 

 

□ 行使していません。 

  



※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。 
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財産管理等につき代理権が付与されている場合にはこちらにもご記入ください 

 

 

 本人の財産状況について  

 

１ 前回報告以降，月々の定期収入と定期支出に変化はありましたか。 

 □ 特に変わらない。 

 □ 変化があった → □収入が変わった。 □支出が変わった。 

  （「変化がある」と答えた場合）変わった理由は何で，変わった後の月額はいくらで

すか。以下にお書きください。また，変化があったことが確認できる資料を本報告書

に添付し，収支予定表を作成をして提出ください。） 

    

 

 

 

２ 前回報告以降，１回につき１０万円を超えるような臨時収入がありましたか。 

 □ ない。  □ ある。 

  （「ある」と答えた場合）その内容と金額はどのようなものですか。以下にお

書きください。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してく

ださい。 

   

 

 

   

３ 前回報告以降，１回につき１０万円を超えるような臨時支出がありましたか。 

 □ ない。  □ ある。 

  （「ある」と答えた場合）その内容と金額はどのようなものですか。以下にお書きく

ださい。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してください。 

    

 

 

 

４ 前回報告以降，本人が得た金銭（定期収入，臨時収入の全てを含む。）は，全

額，今回コピーを提出した通帳に入金されていますか。 

 □ はい。  □ いいえ。 

  （「いいえ」と答えた場合）入金されていないお金はいくらで，現在どのように管理

していますか。また，入金されていないのはなぜですか。以下にお書きください。 

 

 

 

 



※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。 
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５ 前回報告以降，本人の財産から，本人以外の人（本人の配偶者，親族，保佐人

自身を含みます。）の利益となるような支出をしたことがありますか。 

 □ ない。  □ ある。 

  （「ある」と答えた場合）誰のために，いくらを，どのような目的で支出しましたか。

以下にお書きください。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出して

ください。 

   

 

 

 

 

６ その他，財産の変動等，裁判所に報告しておきたいことがあればお書きくださ 

 い。 

    

 

 

 

 

 

※ □がある箇所は，必ずどちらか一方の□にレ点を入れてください。 

※ 完成したら，裁判所に提出する前に写しを取って，次回報告まで大切に保管してくだ 

  さい。 



※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。

支店名 口座種別

●● 普通

▲▲ 普通

●● 普通

〃 定額

▲▲ 普通

　

　

　

　

　　　

　

　

20

□　本人の不動産資産はありません。

３　保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの）

□　前回報告したものから変動があります。現在の状況は別紙記載のとおりです。

□　本人に保険契約はありません（本人が契約者，受取人になっているものを含む）。

　　前回報告したとおりで，変動はありません。　

　　前回報告したものから変動があります。現在の状況は別紙記載のとおりです。

４　負債

　　前回報告から変わりありません。　　　□　負債はありません。

□　前回報告したものから変動があります。現在の状況は別紙記載のとおりです。

５　その他（投資信託，株式，公債，社債，手形，小切手，貸金債権など）

□　前回報告から変わりありません。　　　□　本人の財産はありません。

合　計 4,525,000

　　前回報告したものから変動があります。現在の状況は別紙記載のとおりです。　　

２　不動産（土地・建物）

□　前回報告したとおりで，変動はありません。

80,000現　金

〃 ●●●●● 1,000,000

▲▲銀行 ●●●●● 95,000 ▲▲総合病院が保管中

▲▲信用金庫 ●●●●● 200,000

ゆうちょ銀行 ●●●●● 150,000

１　預貯金・現金　（本人の財産の内容は以下のとおりです。）

●●銀行 ●●●●● 3,000,000

金融機関の名称 口座番号 残高（円） 備　　　　考

□A4用紙にも記載あり

【注意】
①　１の財産は，毎回報告が必要です。直近まで記帳を済ませた上で，記入してください。
②　１以外の財産は，該当する□ にレ点を入れてください。前回報告した内容に変動があった場合には，現在の
財産の内容を別紙に記入してください。その際，変動があった財産は，変動前の内容を記載した上で，二重線で
抹消し，変動の理由を備考欄に記入してください。

基本事件番号 平成●●年（家）第●●●●号 【被保佐人（本人）氏名： ●●　●●　】

財 　産　 目　 録

平成●●年●●月●●日 作成者氏名 　●●　●●　　  ㊞

 

書ききれない場合は，こ

こにチェックを入れ，Ａ４

用紙に財産内容を記載

の上，添付してください。 

 

日常必要品を購入するため

に，病院等に少額の財産を

預けているときは，その通帳

のコピーを受領の上，金額を

記入してください。 

変動がある場合は，別紙の目録に

記入をしてください。 

変動がある場合は，別紙の目録に

記入をしてください。 

各通帳や証書はコ

ピーをとって提出して

ください。コピーの取り

方は本ハンドブックの

１０ページに記載して

います。 

□✔ 

□✔ 

□✔ 

□✔ 



※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。

負債

備　考
（変動理由ほか）

備　考
（変動理由ほか）

h▲▲年▲月に満
期償還済み

21

返済月額（円）

25,000

数量（口数，株数，
額面金額等）

その他(投資信託,株式公債,社債,手形,小切手,貸金債権など） 　（　　　　前回財産から変動）

債権者名（支払先）

●●ローン(株) 太陽光パネル代金 500,000

負債の内容 残額（円）

　 　 　 　

2,000,000

亡父の遺産分割により取得

〃

山口県▲▲市▲丁目▲▲番地 ▲▲番 宅地 200.08 〃

山口県■■市■丁目■■番地 ■■番 田 350.00

　　　　　　〃 ●●番地 建物 70.05

宅地 150.55 所有者：本人

所　　在 地番・家屋番号

山口県●●市●丁目●●番地 ●●番

不動産（土地・建物） （　　 前回財産から変動）

【 別紙 】

地目・種類 面積（㎡）
備　　考

（変動理由ほか）

　

保険の種類 証書番号
保険金額

（受取額）(円）

　

保険会社の名称

　　　　   （□　前回財産から変動）

備　　考
（変動理由ほか）

　 　 　

　 　

合　計

株式 （株）●●●●

　

500,000

種　類 銘柄，振出人等

個人向け国債 ■■銀行

（□前回財産から変動）

保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの）

１０株，額面５０万円

h●年●月に満期予定
月額掛金●●●●円

（株）●●生命 養老生命 ●●●●

変動理由を記入してください。また，入金された部

分の記帳がある通帳写しを添付してください。 

※ 前回報告の財産内容から変

動が有る場合は，この□にチェッ

クを入れてください。 

変動による消滅前の内容を記入し，二重線で抹消して

ください。 

※ 前回報告の財産から変動があった場合，こ

の□にチェックを入れてください。 

新たにご本人の財産となったものがある場合には，前回財産

内容の次に，その内容を記入してください。 

変動（受領）の理由を記入し，不

動産の登記全部事項証明書を

提出してください。 

保険掛金が一括払いされているとき

は，備考欄に「掛金一括払済み」と

記載してください。 

□✔ 

□✔ 



※　この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。

支店名 口座種別

　

　

　

　

　　　

　

　

□　前回報告したものから変動があります。現在の状況は別紙記載のとおりです。

□　本人に保険契約はありません（本人が契約者，受取人になっているものを含む）。

□　前回報告から変わりありません。　　　□　負債はありません。

□　前回報告したものから変動があります。現在の状況は別紙記載のとおりです。

□　前回報告から変わりありません。　　　□　本人の財産はありません。

４　負債

□　前回報告したものから変動があります。現在の状況は別紙記載のとおりです。

合　計

３　保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの）

□　前回報告したとおりで，変動はありません。　

５　その他（投資信託，株式，公債，社債，手形，小切手，貸金債権など）

□　前回報告したものから変動があります。現在の状況は別紙記載のとおりです。　　

基本事件番号 平成　　年（家）第　　　　号【被保佐人（本人）氏名： 　　　　　　　　　】

財 　産　 目　 録

平成　　年　　月　　日 作成者氏名 　　　      　   　　　  印

【注意】
①　１の財産は，毎回報告が必要です。直近まで記帳を済ませた上で，記入してください。
②　１以外の財産は，該当する□ にレ点を入れてください。前回報告した内容に変動があった場合には，現在の
財産の内容を別紙に記入してください。その際，変動があった財産は，変動前の内容を記載した上で，二重線で
抹消し，変動の理由を備考欄に記入してください。

１　預貯金・現金　（本人の財産の内容は以下のとおりです。）

金融機関の名称 口座番号 残高（円）

□A4用紙にも記載あり

備　　　考

□　本人の不動産資産はありません。

現　金

□　前回報告したとおりで，変動はありません。　　

２　不動産（土地・建物）

22



※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。

負債

備　考
（変動理由ほか）

備　考
（変動理由ほか）

　 　

合　計 　

　

 　　　（□　前回財産から変動）

保険会社の名称

【 別紙 】

不動産（土地・建物） （□　前回財産から変動）

備　　考
（変動理由ほか）

所　　在 地番・家屋番号 地目・種類 面積（㎡）

（□　前回財産から変動）

保険の種類 証書番号
保険金額

（受取額）(円）
備　　考

（変動理由ほか）

保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの） 　　　  　　　（□　前回財産から変動）

　 　

種　類 銘柄，振出人等
数量（口数，株数，

額面金額等）

その他(投資信託,株式公債,社債,手形,小切手,貸金債権など）

　 　 　 　

債権者名（支払先） 負債の内容 残額（円） 返済月額（円）

 23



※　この様式は今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。

　

②

③

④

⑤

①

②

⑤

⑥

⑦

⑧

平成　　年　　月　　日

作成者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

基本事件番号　平成●●年（家）第●●●●号　／　被保佐人（本人）　●●　●●

① 　年金

国民年金 ¥30,000  ●●銀行●●支店（口座番号●●）に入金

厚生年金 ¥100,000  ●●銀行●●支店（口座番号●●）に入金

個人年金

収　支　予　定　表

１　定期的な収入（月額に換算した上で記入）

種　　類 金　額（月額） 備　　　　　　　　考

　給与等

　不動産収入（家賃・地代等）

合　計 ¥130,000

２　定期的な支出（月額に換算した上で記入）

種　　類 金　額（月額） 支　払　先 備　　　　　　　考

　施設費（入所費及び諸経費）

　医療費（入通院費及び薬代） ¥10,000 ●●病院，▲▲薬局

☑年払２４，０００円　　□期払

後期高齢医療保険料 ¥3,000 ●●市 □特別徴収　　　☑普通徴収
③ 　公租公課

固定資産税 ¥2,000 ●●市

介護保険料 ¥4,000 ●●市 □特別徴収　　　☑普通徴収

光熱費 ¥10,000
④ 日常生活費

食費 ¥30,000

住居費

　生命保険料 ¥4,000

　借入金返済 ¥40,000

合　計 ¥123,000

  介護サービス ¥20,000

記載例 

 

月額に換算してください。 

 

年金が入金される口座を記

載してください。 

 

年金から天引きされている場

合は「特別徴収」になります。 

   

 月額に換算してください。 

 

施設に入所されている場合，

その食費や住居費は「施設

費」として一括計上してくださ

い。 
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※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。

　

②

③

④

⑤

①

②

⑤

⑥

⑦

⑧

基本事件番号　平成　　　　　年（家）第　　　　　　号　／　被保佐人 （本人）　　　　　　　　                                          

収　支　予　定　表

１　定期的な収入（月額に換算した上で記入）

種　　類 金　額（月額）

平成　　年　　月　　日

作成者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

個人年金

　年金①

国民年金

厚生年金

備　　　　　　　　考

　給与等

　不動産収入（家賃・地代等）

合　計

２　定期的な支出（月額に換算した上で記入）

種　　類 金　額（月額）

□年払　　　　　　円　　□期払

□特別徴収　　　□普通徴収

固定資産税

介護保険料 □特別徴収　　　□普通徴収

合　計

支　払　先 備　　　　　　　考

　施設費（入所費及び諸経費）

　医療費（入通院費及び薬代）

住居費

食費

③ 　公租公課

光熱費
④ 日常生活費

後期高齢医療保険料
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※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。

※郵便で連絡される場合　（送付先）　〒753-0048山口市駅通り一丁目６番１号　山口家庭裁判所

　　　これらの遺産のうち，本人が預金を，弟が不動産を，それぞれ相続したいと思います。

　　　本人の法定相続分２分の１は確保されていますので，この内容で遺産分割を進めても

　　　よいでしょうか。

　　　資料として，遺産分割協議書（案）及び遺産目録，不動産の全部事項証明書と固定資

　　　産評価証明書，預金通帳の写しを送ります。

　　　産評価額は１０００万円，預金残高は１０００万円です。

　保佐人　     　 （氏名） 　　　　●●　●●

　　　　　　　　（電話番号）
　　　　●●●－●●●－●●●●

 ※ 電話番号は，平日の日中に連絡が取れる番号をお書きください。

　　　　　　　　（ＦＡＸ番号） 　　　　●●●－●●●－●●●●

保佐事務について，次のとおり連絡いたします。

　　　平成●年●月●日に，本人の父が死亡し，遺産分割の必要が生じました。相続人は，

　　　本人と本人の弟です。本人の父の遺産は，不動産と預金のみです。不動産の固定資

連　　　絡　　　票

山口家庭裁判所　家事訟廷書記官室　審判係　　（　ＦＡＸ　０８３－９２２－３７３５　）

基　本　事　件　番　号 　　　　平成　●●　年（家）第 　●●●● 　　号

　ご本人　　　　　（氏名） 　　　　●●　●●

記載例 

 

（回答できない記入の仕方） 

   

   遺産分割の際，どの財産を，いくら取得すればよいのでしょうか。  

 

 

保佐人が何をしたいのか，保佐人としての具体的な意見を記載してください。  

 

お答えできる範囲で回答させていただきます。 

 

※「回答できない記入の仕方」のように，「どうすれば認められるか」という質問に

はお答えできません。 
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※この様式は，今後も使用することになります。必ずコピーして使用してください。

※郵便で連絡される場合　（送付先）　〒753-0048山口市駅通り一丁目６番１号　山口家庭裁判所

　保佐人 　　　　（氏名）

保佐事務について，次のとおり連絡いたします。

 ※ 電話番号は，平日の日中に連絡が取れる番号をお書きください。

　　　　　　　　（ＦＡＸ番号）

　　　　　　　　（電話番号）

連　　　絡　　　票

基  本  事  件  番  号 　　　　平成　　　　  　　　　年（家）第             　　　　　　　号

　ご本人　　　 　（氏名）

山口家庭裁判所　家事訟廷書記官室　審判係　　（　ＦＡＸ　０８３－９２２－３７３５　）
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□ □

□　財産目録 □　財産目録

□　通帳写し □　通帳写し

□　 □　

（　→　裏面へ続く　）

□ □

　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日 　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日

　提出書類　 □　保佐事務報告書 　提出書類　 □　保佐事務報告書

　提出書類　 □　保佐事務報告書 　提出書類　 □　保佐事務報告書

□　財産目録 □　財産目録

□　通帳写し □　通帳写し

□　 □　

□　財産目録

□　通帳写し □　通帳写し

□　 □　

□ □

　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日 　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日

保佐事務報告チェックシート

※保佐事務報告書の提出をメモしておきましょう。

作成基準日：毎年　　　月末日現在／保佐事務報告期限：毎年　　　月末日（必着）

　提出書類　 □　保佐事務報告書 　提出書類　 □　保佐事務報告書

□　財産目録 □　財産目録

　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日 　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日

□　通帳写し □　通帳写し

□　 □　

□ □

　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日 　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日

　提出書類　 □　保佐事務報告書 　提出書類　 □　保佐事務報告書

□　財産目録
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□　 □　

□ □

　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日 　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日

　提出書類　 □　保佐事務報告書 　提出書類　 □　保佐事務報告書

□　財産目録 □　財産目録

（　→　裏面から続く　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□　 □　

□　保佐事務報告書 □　保佐事務報告書

□　財産目録 □　財産目録

□　通帳写し □　通帳写し

　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日 　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日

　提出書類　 　提出書類　

平成　　　 年　 　　　月 　　　　日 　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日

□　保佐事務報告書 □　保佐事務報告書

□ □

　提出書類　 　提出書類　

□

□　財産目録 □　財産目録

□　通帳写し □　通帳写し

　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日 　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日

□　保佐事務報告書 □　保佐事務報告書　提出書類　 　提出書類　

□　財産目録 □　財産目録

□　通帳写し □　通帳写し

□　 □　

　提出日　

□

□　通帳写し □　通帳写し

□ □

　提出書類　 　提出書類　

□ □

□　 □　

□　通帳写し □　通帳写し

　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日 　提出日　 平成　　　 年　 　　　月 　　　　日

□　 □　

□　保佐事務報告書 □　保佐事務報告書

□　財産目録 □　財産目録


