
＆＆AQ

岡山市成年後見センター岡山市成年後見センター
おか  やま    し　 せい　ねん　こう　けんおか  やま    し　 せい　ねん　こう　けん

成年後見制度
のごあんない

せい　　　ねん　   こう　　 けん　　 せい　　　ど

成年後見制度成年後見制度
せい　　ねん　    こう　   けん　   せい　　  ど

作成日：2020年4月
さくせいび　　　　　  ねん  がつ

●成年後見制度に関するお問い合わせ●
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086-225-4066
岡山市保健福祉会館　9階
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岡山市成年後見センター
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〒700-8546　岡山市北区鹿田町一丁目1-1
おか やま　し　きた　く　しか  た　ちょういっちょう め

その他、高齢者の権利擁護に関することは、

最寄りの「岡山市地域包括支援センター」

障害者の成年後見制度の利用支援に関する

ことは「地域活動支援センターⅠ型」などでも

相談を受けることができます。

岡山市成年後見センターは岡山市の委託を受け、

岡山市社会福祉協議会が運営しています。
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成年後見人などがつくと、買い物はできなくなるの？

食べ物、洋服など日常生活に必要なものは自分で買えます。
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成年後見人などにはなんでも頼めるの？

例えば身元引受人や保証人、医療同意はできません。
また本人を実際に介護することや炊事・洗濯・掃除はできません。

たと　　　　　　み  もと ひき うけ にん

ほん にん　　　じっさい　　  かい  ご　

ほしょうにん い りょうどう  い

すい  じ せん たく そう　じ

せい    ねん  こう   けん  にん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　たの

A
Q

申立にはどのくらいの費用がかかるの？
もうしたて ひ　  よう

手数料の印紙代と切手代、診断書作成費用で 1万 5千円くらいかかります。
鑑定が必要な場合は別途 5万円くらい費用がかかります。
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成年後見人などに支払う報酬はどのくらいかかるの？
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制度の利用を開始してから 1 年間の成年後見人などの業務内容により
家庭裁判所が決定します。
一般的な目安は月額 2万円程度となっています。

A
Q

た　　　と　　 　あ　　　　  さき

た　　こうれいしゃ　  けんり よう ご　　かん

おかやま し  せいねんこうけん　　　　　　　  おかやまし　　  い たく　　う

おかやま し しゃかいふく しきょうぎかい　　うんえい

しょうがいしゃ    せいねんこうけんせい ど　　  り よう し  えん　 かん

そうだん　  う

ち いきかつどうし えん　　　　　　　がた

も　よ　　　　　おかやま し   ちいきほうかつし えん

すいどうきょくすいどうきょく

おか やま　し　  ほ　けん ふく　し　かい かんおか やま　し　  ほ　けん ふく　し　かい かん

おか やま　 し　やく  しょ　  ほん ちょう しゃおか やま　 し　やく  しょ　  ほん ちょう しゃ

おか やま　 し　やく  しょおか やま　 し　やく  しょ

ぶんちょう  しゃぶんちょう  しゃ

おかやまだいがく   ふぞく びょういん

だい うん  じ
だい  く

こ
く
ど
う
　
　 

ご
う



成年後見制度とは成年後見制度とは
せい  ねん   こう  けん  せい    ど
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あなたや周りの方にこんな悩みはありませんか？あなたや周りの方にこんな悩みはありませんか？
まわ かた なや

どんな人が支援を行うの？どんな人が支援を行うの？

せい  ねん   こう  けん  せい    ど り　 よう なに

「成年後見制度」を利用すると何をしてくれるの？「成年後見制度」を利用すると何をしてくれるの？

子どもの将来が不安
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「成年後見制度」を利用するには「成年後見制度」を利用するには

社会福祉協議会（成年後見
センター）、地域包括支援セ
ンター、相談支援事業所な
どに相談してみましょう。
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そう だん

準備の仕方も相談できま
す。（弁護士、司法書士に
書類作成を依頼する場合
は有料）
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成年後見人などの
決定

申立書類の準備 家庭裁判所に
申立

相　談
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けっ  てい

裁判官が成年後見人など
を決めると、本人の支援
者がもう一人増えます。
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受付後、家庭裁判所が調
査などを行います。
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・公共料金、福祉サービスの利用料
 などの支払い
・年金などの受取り手続き
・不動産（土地・建物など）の管理や
 契約など
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こうにゅうこう   いにちよう ひん   い  がい　    ぶっぴん

にちじょうせいかつ　　　ふ   ひつ  よう

書類の代理手続き
・郵便物などの転送と確認及び必要に応じた手続き
・介護保険や健康保険などの手続き
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お金の管理がうまくできず、使いすぎて
足りなくなってしまう。
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年金などの通知が届いても何を
書いてよいのかわからない。
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ゴミ出しや掃除がうまくできない。
ヘルパーなどを利用したい。
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障害のある子どもがいて、家族が亡くなった後、
一人で生活できるか心配。
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ひとり　　　せいかつ　　　　　　　　  しんぱい
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いろいろな人が不必要なものを売りに
来て、だまされていないか心配。
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不利益な契約の取り消し
・日用品以外の物品の購入行為や
 日常生活に不必要な契約の取り消し
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定期的な訪問や見守り
・本人の生活状況の確認
・本人の気持ちや要望を代わりに伝える
・安心して生活できるよう環境を整える
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　認知症や知的、精神の障害などによって判断能力が不十分となり財産を守る
ことや契約を結ぶことが困難になった方を支援する制度です。

このような時に「成年後見制度」を考えてみませんか？
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福祉や法律の専門家
（弁護士、司法書士、
社会福祉士など）
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通帳の管理や支払いの
お手伝い・財産管理
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福祉サービス利用のお手伝い
・サービス提供事業所や施設との契約手続き
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