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第２章 成年後見制度とは 

１ 成年後見制度の創設 

（１）後見制度とは 

成年後見制度とは、判断能力の不十分な方の権利を保護し、支援するための制度です。 

この制度は、「自己決定の尊重」の理念と「本人の保護」の理念との調和を目的として、平成１２年４月１日

から施行された民法の改正により創設されたもので、従来の民法（旧法）に規定されていた「禁治産・準禁治

産」の制度に比べ、より柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を目指して創設されました。 

認知症の方や知的障害のある方あるいは精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産の管

理や身上監護（介護、施設への入退所などの生活について配慮すること）についての契約、遺産を分割す

るなどの法律行為を自分で行うことが困難だと考えられます。また、悪質商法の被害に遭うなどの恐れも高

いといえます。 

そこで、成年後見制度では、このような判断能力の不十分な方々を保護し、また支援していくために、契

約の締結などを代わって行ったり、あるいは本人が誤った判断に基づいて契約をした場合にそれを取り消

すことができるなどの権限を、支援者である成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人（以下「成年後見人

等という。）に付与することで支援する仕組みになっています。 

（２）制度改正の経緯 

平成12年4月1日から施行された成年後見制度は、民法（旧法）で規定されていた「禁治産者・準禁治産

制度」を大幅に見直したものです。従来の「禁治産・準禁治産制度」では、対象者がある程度重い精神上の

障害のある方に限定され、保護の内容も画一的・硬直的であるとの指摘がありました。また「禁治産・準禁治

産宣告」を受けた場合、その宣告を受けたことが戸籍に記載されることから関係者が制度の利用に強い抵

抗を感じることもありました。さらに、制度の運営に時間や費用がかかり、当事者に負担をかけるなど、利用

しづらいという問題もありました。 

一方で、ノーマライゼーションの理念が社会に浸透するにつれて、自分のことは自分で決めて生活したい

という「自己決定権」を尊重する動きが広がってきています。特に、社会福祉基礎構造改革においても、「措

置」制度から「契約」制度へと、利用者が自ら福祉サービスを選択し、サービス提供事業者と契約する利用

制度へと転換が図られています。これらの社会情勢を踏まえ、本人の状況に応じた弾力的で、かつ利用し

やすい制度として成年後見制度が創設されました。 

新たな成年後見制度では、本人の多様な判断能力や保護の必要性に応じた、柔軟かつ弾力的な対応

を可能とするために「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型を規定しています。これらを法定後見制度といい

ます。特に「補助」の類型は、これまで対象とならなかった、軽度の精神上の障害により判断能力が不十分

な方のために新たにできた類型です。本人の意思を尊重しながら多様なニーズに応えられるように、本人の

同意の下で特定の契約などの法律行為について支援を受けられることとしています。禁治産・準禁治産もそ

れぞれ「後見」・「保佐」と改められ、従来よりも使いやすくなりました。なお、準禁治産の対象であった浪費者

のうち、単なる浪費者は除外されることになりました。 

また、従来の「禁治産・準禁治産制度」において課題とされていた「禁治産・準禁治産宣告」の戸籍への

記載をやめ、「後見登記等に関する法律」に基づき、成年後見人等の権限および新たに設けられた任意後

見制度（後述）の任意後見契約の内容などを登記する「成年後見登記制度」が新設されました。さらに、配

偶者が当然に後見人・保佐人になることとされていた規定の見直しや、福祉の観点から市町村長に後見等

の申立を認めるなどの改善が図られました。 

３０ 
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２ 法定後見制度と任意後見制度 

（１）法定後見制度 

法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型を規定し、本人あるいは配偶者

または四親等内の親族等の申立てによって、家庭裁判所が適切な者あるいは法人を成年後見人等に選任する制度

です。 

 

＜民法第13条第1項＞ 

  （1）貸金の元本の返済を受けること。 

  （2）金銭を借り入れたり、保証人になること。  

  （3）不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。 

  （4）民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。 

  （5）贈与すること、和解・仲裁契約をすること。 

  （6）相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。 

  （7）贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。 

  （8）新築・改築・増築や大修繕をすること。 

  （9）一定の期間（民法602条に定めた期間）を超える賃貸借契約をすること。 

  後見 保佐 補助 

対象となる方 精神上の障害により事

理を弁識する能力を欠

く常況にある者 

精神上の障害により事理を

弁識する能力が著しく不十

分である者 

精神上の障害により事理を

弁識する能力が不十分であ

る者 

申立てをすること

ができる人 

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 

市町村長 

成年後見人等（成

年後見人・保佐

人・補助人）の同

意が必要な行為 

  

  

民法１３条１項所定の行為

（注２）（注３）（注４） 

申立ての範囲内で家庭裁判

所が審判で定める「特定の

法律行為」（民法１３条１

項所定の行為の一部） 

（注１）（注２）（注４） 

取消しが可能な行

為 

日常生活に関する行為

以外の行為 

同上（注２）（注３）（注

４） 

同上（注１）（注２）（注

４） 

成年後見人等に与

えられる代理権の

範囲 

財産に関するすべての

法律行為 

申立ての範囲内で家庭裁判

所が審判で定める「特定の

法律行為」（注１） 

同左（注１） 

 

  

 

３１ 

（注１） 本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要 

     になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。 

（注２） 民法１３条１項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙 

     げられています。 

（注３） 家庭裁判所の審判により、民法１３条１項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を 

     広げることができます。 

（注４） 日常生活に関する行為は除かれます。 



4 

4  

①類型と特徴 

後見の対象となる方は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされていま

す。これは自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている方、すなわち日常的に必要

な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の方をいいます。 

後見が開始されると、家庭裁判所によって成年後見人が選任され、成年後見人は本人の行為全般に

ついて本人を代理することができ、また本人がした行為を取り消すことができます。 

後見においては、本人がした行為は取り消すことができますが、日用品の購入など日常生活に関する

行為については取り消すことができないとされています。これは、本人の自己決定の尊重及びノーマライ

ゼーションの理念から法律がそこまで介入しないというものです。 

なお、後見を開始するにあたって本人の同意は要件とされていません。 

 

＜日常生活に関する行為の範囲＞ 

日常生活に関する行為の範囲については、成年被後見人の能力の程度、行為の性質、金額及び成

年被後見人の財産の額や生活程度によって異なりますが、基本的には生活必需品の購入等に限られる

と考えられます。 

 

後見類型 

     • 食料の購入 

     • 通常の衣料品の購入 

     • 医療費、薬品代の支払い 

     • 家庭雑貨の購入 

     • 電車、バス、タクシー等の利用料の支払い 

     • 若干の娯楽への支払い 

      • 借財（少額も含む） 

      • 高額な電化製品の購入 

      • カードによる購入 

      • カード会員の加入行為 

      • 通信販売での購入 

      • 訪問販売での購入 

      • 割賦販売での購入 

      • 電話での勧誘販売 

日常生活に関する行為（想定） 

日常生活に関する行為でない（想定） 

第２章 成年後見制度とは 

３２ 
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保佐類型 

保佐の対象となる方は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」とされていま

す。これは、判断能力が著しく不十分で、自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な程度の

方、すなわち日常的に必要な買い物程度は単独でできますが、不動産、自動車の売買や自宅の増改

築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は自分でできないという程度の判断能力の方をいいます。 

保佐が開始されると、家庭裁判所によって保佐人が選任され、本人が行う重要な財産行為（民法13条

1項）については保佐人の同意を要することとされ、本人または保佐人は、本人が保佐人の同意を得な

いで行った重要な財産行為は取り消すことができます。また、必要があれば家庭裁判所は申立てによ

り、保佐人に対して代理権を付与し、あるいは同意権・取消権の範囲を拡張することができます。 

なお、保佐を開始するにあたって本人の同意は要件とされていませんが、代理権の付与及び保佐開

始の審判により付与される民法13条1項に規定される同意権・取消権の範囲を拡張する審判には本人の

同意が必要となります。 

補助類型 

補助の対象となる方は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者」とされています。こ

れは、判断能力が不十分で、自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があるという程度の

方、すなわち重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので本人の利

益のためには誰かに代わってやってもらったほうがよい程度の方をいいます。 

補助が開始されると、家庭裁判所によって補助人が選任され、本人等の申立てにより選択された「特

定の法律行為」について、補助人に同意権や本人が取引等をすることについて代理する権限が与えら

れます。 

代理権や同意権の対象になる「特定の法律行為」については、家庭裁判所が個々の事案において必

要性を判断したうえで決定します。補助人に同意権が与えられた場合には、本人または補助人の同意を

得ないでした行為を取り消すことができます。 

また、補助を開始するにあたっては、本人の申立てまたは同意が必要とされています。補助の対象者

は、不十分ながらも後見及び保佐の対象者と比べると一定の判断能力を有しているので、本人の自己

決定を尊重する観点から、本人が補助開始を申し立てること、または本人が補助開始に同意しているこ

とを必要としたものです。家庭裁判所は、調査等を通して本人の同意を確認することになります。 

なお、同意権・取消権の付与及び代理権の付与にも本人の同意が必要となります。  

３３ 
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第２章 成年後見制度とは 

３４ 

②法定後見人の職務 

選任 

これまでの「禁治産・準禁治産宣告」の制度においては、夫婦の一方が宣告を受けた場合は他の一

方がその後見人あるいは保佐人になるという配偶者法定後見制度がありましたが、新しい成年後見制度

では、従来の「配偶者法定後見制度」は廃止され、成年後見人等になれる範囲が拡大され、家庭裁判

所が職権により、個々の事案に応じて適切な者あるいは法人を選任することができるようになりました（結

果的に、配偶者が、成年後見人等に選任されることもあります）。 

家庭裁判所は、成年後見人等を選任するにあたり、成年被後見人等（本人）の心身の状態や生活の

状況、財産の状況などのほか、成年後見人等となる者の職業や経歴、さらには本人との利害関係の有

無について考慮しなければならないとされ、また本人の意見、成年後見人等となるべき者の意見を聴か

なければならないこととされています。 

 

成年後見人等の役割 

成年後見人等の任務は、身上監護と財産管理です。そのために、本人に代わって契約の締結等を行

うなどして支援したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すなどして本

人を保護するとともに、本人の利益を守ります。 

 

義務 

成年後見人等は、その職務を行うにあたり、身上配慮義務として本人の意思を尊重し、かつ本人の心

身の状態及び生活状況に配慮しなければならないとされています。 

 

解任事由 

成年後見人等が解任される事由として「不正な行為」あるいは「不行跡」が挙げられます。いずれにし

ても本人の権利を侵害するようなことや、将来にわたって後見事務に悪い影響を及ぼすような場合に、

解任される事由とされます。 

 

報酬及び費用 

家庭裁判所が報酬の支払いについての審判申立てを受けた後に、後見事務の内容等を参考にし

て、「相当な報酬」額を決めます。なお報酬は本人の財産から支払われます。また後見事務に係る必要

な費用についても本人の財産から支払われることになります。 
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③その他 

市町村長申立て 

判断能力の不十分な方に配偶者または四親等内の親族がいなかったり、あるいはこれらの親族が

あっても音信不通の状態にあるなどの場合、市町村長は、本人の福祉の充実を図るため特に必要があ

ると認めるときには、法定後見等の開始の審判の申立てができるものとされています。 

法人後見 

法人後見とは、自然人（個人）では無く、例えば福祉の事務に関して専門的な知識・能力・体制などを

備えた法人を成年後見人等として選任することです。 

成年後見人等に選任する法人としては、社会福祉協議会・福祉関係の公益法人・社会福祉法人のほ

か、成年後見人等の事務を行うことを目的として設立される公益法人・ＮＰＯ法人等です。 

家庭裁判所が法人後見の適格性を調査する項目として以下のものが挙げられています。 

◯当該法人の事業の種類、内容（事業目的） 

◯法人としての資産、経営状況 

◯本人との利害関係の有無（注１） 

◯後見等を行う場合の内部の指揮命令（指導監督）体制 

◯実際の担当者の適格性 

◯担当者の事務チェック体制 

◯賠償責任保険加入の有無等 

  （注１）施設を運営する社会福祉法人が施設利用者の成年後見人となる場合などは、利益相反に 

     当たると考えられています。 

複数後見人制度 

複数成年後見人制度とは、旧法において、後見人等は1人でなければならないと規定されていたのに

対して、新しい制度では成年後見人等は必ずしも1人だと決められているわけではなく、必要に応じて複

数の成年後見人等を選任することができるという制度です。具体的に複数の成年後見人等を選任する

必要があると考えられる場合としては、以下のような場合が考えられます。 

 

具体例 1） 財産管理の事務については弁護士等の法律専門家に、身上監護の事務については福 

        祉専門家、または親族に分担させる必要がある場合等 

具体例 2） 本人の日常生活上の法律行為に関する後見等の事務については同居の親族に、本人 

        の遠隔地所在の財産管理の事務については同所在地の親族に分担させる必要がある場 

                 合等 

 

複数の成年後見人等が選任された場合、家庭裁判所は職権で、数人の成年後見人等が共同して、

または事務を分掌して権限を行使すべきことを定めることができることとされました。そこで、具体的な成

年後見人等の関係・後見事務の内容に基づき、数人の成年後見人等として権限を共同行使することが

望ましいか、分掌した方が望ましいかを家庭裁判所が判断します。 

３５ 
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監督体制 

後見人等に対しては、家庭裁判所が監督するほか、必要があると認められる場合には、後見監

督人（保佐監督人、補助監督人）が置かれることがあります。 

①家庭裁判所による監督 

法定後見が開始された場合、家庭裁判所は、選任された成年後見人等に対しその事務につい

ての報告を求めたり、あるいは本人の財産の状況を調査することができるほか、その事務につい

て必要な処分を命じることや、成年後見監督人等を選任して監督にあたらせることができます。ま

た、成年後見人等が不正行為をするなどその任務に適しない事由があるときには、家庭裁判所は

成年後見人等を解任することができます。 

任意後見では、家庭裁判所は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて任意後見人

を監督することになります。法定後見等と同様に、任意後見人にその任務に適しない事由があると

きは任意後見人を解任することができます。 

 

②成年後見監督人等による監督 

家庭裁判所は事案に応じ必要があると認めた場合に、成年後見人等を監督する成年後見監

督人・保佐監督人・補助監督人（以下「成年後見監督人等」という。）を選任することがあります。 

成年後見監督人等は、成年後見人等の後見事務を監督し、報告や財産目録の提出を求めた

り、必要な場合には後見事務を代行し、また成年後見人等に対する解任を家庭裁判所に請求す

ることができます。 

 

③後見制度支援信託制度 

最高裁判所は、平成24 年2 月から、法定後見人がついた認知症高齢者などの金銭の一部を

信託銀行に信託する「後見制度支援信託制度」を開始しました。同制度は、成年被後見人または

未成年被後見人の財産のうち、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後見

人が管理し、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を言います。 

平成２４年の利用実績（成年後見・未成年後見）は９８名、信託した金額の平均額は４３００万円

となっています。 

成年後見登記制度 

「禁治産・準禁治産宣告」の戸籍への記載をやめ、「後見登記等に関する法律」に基づき、成

年後見人等の権限および任意後見契約の内容などを登記する「成年後見登記制度」が新設さ

れました。この登記制度は、後見開始等の審判がなされたときや任意後見契約の公正証書が作

成されたときに、家庭裁判所または公証人からの嘱託（依頼）によって、成年後見人等の権限や

任意後見契約の内容などを登記するものです。登記官が、登記事項証明書を発行することに

よって登記情報を開示し、併せて登記されていないことの証明も行います。（登記事項証明書の

発行を請求できる者の範囲は、制限されています。） 

第２章 成年後見制度とは 

３６ 
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（２）任意後見制度 

①契約のタイプとその特徴 

②任意後見人の職務 

将来型： 

    任意後見契約に関する法律に基づく「任意後見契約」のみを結び、将来、判断能力が低下した場 

   合に備えるタイプ。 

即効型： 

    判断能力が低下しつつある場合に、任意後見契約に関する法律に基づく「任意後見契約」を結 

   ぶ（注１）とともに、同時に、任意後見監督人選任申立を家庭裁判所に行い、ただちに任意後見を開 

   始する。 

       （注１）：既に、判断能力が欠ける常況（法定後見の「後見」相当）の場合は、有効な契約を結ぶことが出来 

           ないため、 「任意後見契約」を結ぶことも出来ません。この場合は、任意後見制度の利用ではな 

           く、法定後見制度を利用することになります。 

移行型： 

   「任意後見契約」とともに、「任意代理契約」（注２）を結び、その「任意代理契約」に基づく特定の法 

   律行為の代理についての支援を受けるタイプ。 

       （注２）：任意後見制度に基づく契約ではなく、通常の委任契約です。よって、任意代理契約には、本人を 

           支援する人（任意代理人）を監督する人はおらず、本人自身が任意代理人の支援内容・方法を監  

                       督（チェック）することになります。 

 任意後見人の職務として、本人（被後見人）との委任契約（任意後見契約）によって委任された事項があ

ります。しかし、任意後見人には本人と締結した契約のみに留らず、「任意後見契約に関する法律」や民

法に定められた義務もあります。具体的には次の内容などです。 

 

本人の意思の確認および心身の状態・生活状況の確認  

  任意後見人には本人の心身の状態や生活状況に配慮する義務があります（任意後見契約に関する 

 法律第６条）。したがって、医療や介護サービスの内容を確認する義務があります。 

報告義務  

  任意後見監督人は任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告する職務があることが規定 

 されています（任意後見契約に関する法律第７条１項２号）。ということは、裏を返せば、任意後見人は任  

 意後見監督人に事務について報告の義務があると考えられます。 

    成年後見人の場合には、民法第８５３条に被後見人の財産調査・目録作成の義務が定められています 

  が、任意後見人には直接的な義務規定はありません。しかし、任意後見契約に定めがなくても、任意後 

  見人は受任者として一般に要求されている注意義務を果たす義務があります（任意後見契約に関する 

  法律第７条４項、民法第６４４条）。そして任意後見人が職務を適切に遂行するには財産状況を確認し 

  ておくことが重要なので、一般的には財産調査・目録作成は任意後見人の義務であると考えられます。  

３７ 

 任意後見制度は、判断能力があるうちに、あらかじめ後見人や後見事務の内容を契約（公正証書）によ

り決めておく制度です。任意後見は、判断能力が不十分になった時点で、任意後見監督人が選任され

てはじめて後見が開始されます。 
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市町村長は、判断能力が低下している認知症の高齢の方（65 歳以上）又は知的障害のある方、精神

障害のある方について、その「福祉を図るために特に必要があると認めるとき」は、法定後見開始の申立

てをすることができます。これは、身寄りのない認知症の高齢の方などが、親族がいないために保護が受

けられないという事態を防ぐために特に設けられたものです。 

 

○老人福祉法第32 条  ○知的障害者福祉法第28 条 

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51 条の11 の2 

 

「福祉を図るために特に必要があると認めるとき」が申立ての要件になっているのは、行政による個人

の生活への過度の介入を防止するためですが、それはあくまでも迅速・適切な保護の必要性との調和が

図られることが前提となります。親族がいても適正な保護がなされていない場合や虐待を受けているよう

な場合は、保護の必要性が強く働きますので、市町村長が申立てをすることは、保護を受ける本人に対

する行政の責務といっても過言ではありません。 

 

○高齢者虐待防止法第28 条   

○障害者虐待防止法第44 条 

３ 市町村長申立て 

（１）役割と責務 

（２）市町村長申立て件数 

 市町村長の申立件数の推移は下表のとおりです。申立件数は年々増加しており、全申立件数に対する

割合は平成24年は13.27% にまで増加しています。今後、高齢化・単身化の進行に伴い、さらに市町村長

の申立てニーズは増加することが見込まれます。 

第２章 成年後見制度とは 

３８ 
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（３）根拠法令 

①老人福祉法 

 老人福祉法第３２条において、「市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必

要があると認めるときは、民法第７条、第１１条、第１３条第２項、第１５条第１項、第１７条第１項、第８７６条

の４第１項又は第８７６条の９第１項に規定する審判の請求をすることができる。」とされています。 

 

 

②知的障害者福祉法 

 知的障害者福祉法第２８条において、「市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必

要があると認めるときは、民法第７条 、第１１条、第１３条第２項、第１５条第１項、第１７条第１項、第８７６条

の４第１項又は第８７６条の９第１項に規定する審判の請求をすることができる。」とされています。 

 

 

③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条の１１の２において、「市町村長は、精神障害者に

つき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法 （明治２９年法律第８９号）第７条 、第１１

条、第１３条第２項、第１５条第１項、第１７条第１項、第８７６条の４第１項又は第８７６条の９第１項に規定

する審判の請求をすることができる。」とされています。 

 

 

④高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第２８条において、「国及び地方公

共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による

高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用

に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしな

ければならない。」とされています。 

 

 

⑤障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第４４条において、「国及び地方公

共団体は、障害者虐待の防止及び障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに財産上の

不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後

見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用さ

れるようにしなければならない。」とされています。 

３９ 



12 

12  

民法 
 

第７条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配

偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督

人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 

 

第１１条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本

人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保

佐開始の審判をすることができる。ただし、第７条に規定する原因がある者については、この限りでない。 

 

第１３条第２項 家庭裁判所は、第１１条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、

被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければな

らない旨の審判をすることができる。ただし、第９条ただし書に規定する行為については、この限りでな

い。 

 

第１５条第１項 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本

人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補

助開始の審判をすることができる。ただし、第７条又は第１１条本文に規定する原因がある者について

は、この限りでない。 

 

第１７条第１項 家庭裁判所は、第１５条第１項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求に

より、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をするこ

とができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第１３

条第１項に規定する行為の一部に限る。 

 

第８７６条の４第１項 家庭裁判所は、第１１条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求に

よって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることが

できる。 

 

第８７６条の９第１項 家庭裁判所は、第１５条第１項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の

請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をする

ことができる。 
 

第２章 成年後見制度とは 
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