
「成年後見制度」「遺言」「家族信託」
城南信用金庫がお勧めする３つの安心
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「任意後見制度」「家族信託」「遺言書」
～当金庫が高齢のお客様へお薦めする３点セット～

それぞれの特徴

（１）任意後見制度 （２）家族信託 （３）遺言書

特徴
本人の為の財産管理

身上監護
（生前）

家族の為の財産管理
（生前）

家族がもめない為
（死後）

できる事 法的な代理権あり
家族が金銭面で困ら
ない様に自由な設計

ができる

相続の争いを防止で
きる

できない事
家族の為にお金を使えない

介護はできない
法的な代理権がない

相続税対策
－

注意 全てお元気なうちに準備しておく必要があります
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平均寿命と健康寿命

男性 平均寿命 ８０．２１歳
健康寿命 ７１．１９歳 この差は約９年間

内閣府平成２９年版高齢社会白書より
認知症についてご存知ですか？

（１）後見制度
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認知症は、他人事ではありません！

•約４６２万人
（１５％）

認知症

•約４００万人
（１３％）

ＭＣＩ

（正常と認知症

の中間）

•約2,217万
人（７２％）

認知症でも

ＭＣＩでもない

６５歳以上人口 3,079万人の内訳
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６５歳以上の
７人に１人の割合

2025年には
700万人に？
65歳以上の
5人に1人の割合

私達全員に共通した心配事です。

（2015年厚生労働省公表値より）

（１）後見制度



認知症になってしまうと、

・預金が自由に払戻しできなくなる
・契約などの法律行為ができなくなる
・不動産などの資産が自由に処分できない
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（１）後見制度

何も対策していなかったの？

ご本人、そして、ご家族などの周囲にいる方
が困ってしまいます。



成年後見制度の利用を検討しませんか？

成年後見制度とは、

本人を法律的に支援する制度

＜役割＞
本人の意思を尊重して
① 財産管理を行う

（本人に代わって預金を払い戻す）
② 介護施設や、病院などとの契約を行う
③ 身上監護を行う
※但し、不動産を処分する事や借入をする事には家庭

裁判所へのお伺いが必要となります
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（１）後見制度



法定後見制度と任意後見制度
認知症になってから⇒『法定後見制度』

認知症になる前⇒ 『任意後見制度』

・自分の知らない人（弁護士など）が後見人になってしまう
・本人の希望に添えない財産管理が行われてしまう

・自分の信頼できるご家族などを選ぶことができる
・本人の希望に添った財産管理が行える

＜しんきん成年後見サポートでは、こんな事ができます＞

 任意後見手続きのお手伝いをします

 当法人との複数後見もお勧めです

 後見事務をお手伝いすることもできます

 法定後見の手続もお手伝いします
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（１）後見制度



ご年齢に伴う悩み事解決手段

① 健康が不安になってきたら、委任契約という手段があります。
② 後見制度は、任意後見制度がお薦めです。
③ 残されたご家族のために、遺言を残しませんか。
④ 将来的な、２次３次の財産の承継を決めることも考えませんか

① 委任契約 ② 成年後見 ③ 遺言 ④ 数次相続

＜生前の財産管理＞ ＜相続後の資産承継＞

家族信託
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（２）家族信託

『家族信託』で全て解決しませんか？



家族信託のイメージ
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① 委託者

息子よ！
私の財産をお前に託す。

② 受託者

③ 受益者

おやじ！
オレが信託専用の財布で
おやじの財産を管理するよ

息子よ！
そのお金は私のために使うんだぞ。
車買ったりしちゃダメダメ！！

信託専用の財布

（２）家族信託



家族信託のイメージ

201910城南信用金庫

① 委託者

息子よ！
私の賃貸アパートをお前に託す。

② 受託者

③ 受益者

おやじ！アパート経営はオレに任せろ。
家賃とかは、信託専用の財布で管理するね。

信託専用の財布

息子よ！家賃のあがりは、私と妻に
渡してくれ。
あと、財布はしっかり分けるんだぞ。

（２）家族信託

家賃
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家族信託は贈与と違います
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贈 与

贈与だと．．．
贈与税！

信 託

贈与税なし！

家族信託だと、、、

（２）家族信託

・財産は息子に託すのであって、あげる訳ではありません。
・実質はお父さんの財産なので、税金関係はお父さんになります。
・不動産の場合は信託の登記を行います。



201910城南信用金庫

家族信託のメリット
１．委託者が認知症になっても、預金口座が凍結されません

２．委託者が亡くなった場合、遺言書のように、誰に継がせるか
を決めておく事ができます。

（２）家族信託

・信託した預金は、息子さんが専用口座で管理します。
・信託した日から、入出金は息子さんが行います。
・家族信託口座を扱っている金融機関
で対応してくれます。

・息子さんに託した財産（預金や不動産）を、
誰に継がせるか決めておくことができます。
・遺言書と同等の効果があります。
・その先の相続（２次３次相続）まで、誰に継がせる
か決めておくことができます。
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家族信託の注意点
１．税金が安くなるものではありません

２．信託した財産にのみ有効です

（２）家族信託

・家族信託をしても相続税は安くなりません。
・税金は、財産（お金）を使う人にかかります。

・全ての預金に有効でなく、信託した預金にのみ有効です。
→後見制度は全ての預金に有効です。

・遺言的な効果は、全財産でなく信託した財産にのみ有効
です。
→遺言書は、記載した全ての財産に有効です。

遺言書の作成を検討しませんか？
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遺産分割事件の遺産の内訳
（Ｈ２８・家庭裁判所）

もめている人の７５．５％
遺産５，０００万円以下！

裁判所：司法統計より

（３）遺言書

201910城南信用金庫



公正証書遺言作成件数
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（３）遺言書
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遺言書を作成しておきませんか？
１．遺言書は主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります

２．ご自身の大切な財産を、誰に受け取って欲しいか決めて
おくことができます。

・公正証書遺言は、税理士や弁護士などの専門家に作
成を依頼します。作成後は、公証人が立会い、公に認
められたものとなるので安心です。
・自筆証書遺言は、自分で作成して保管しておきます。
（2020年7月～自筆証書遺言保管制度が開始）

（３）遺言書

３．残されたご家族が、揉める事なく、スムーズな相続が可能とな
ります。

４．遺言執行者を決めておくと、更に安心です。



平成２７年に相続税基礎控除の
改正がありました。
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（４）生命保険

（改正前）
５，０００万円＋（１，０００万円×法定相続人の人数）

（改正後）
３，０００万円＋（６００万円×法定相続人の人数）

相続税を納める件数はどの程度増えたのでしょうか？
人口の高齢化は、どう影響しているのでしょうか？



201910城南信用金庫 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

人数
件数

財務省「相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料」より

（４）生命保険

お亡くなりになった方の人数と
相続税の課税件数
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年 Ｈ７ Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７

相続人の人数 ３．７２ ３．５５ ３．３３ ３．０８ ２．８６

相続の状況
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（４）生命保険

２０年前は、３．７２人で行っていた相続手続きを、最近では２．８６
人で行っている。

相続税で苦労するポイント
①相続税は１０カ月以内に現金で一括納付しなくてはならない。
②預貯金は遺産分割の対象になってしまって下ろせない。
③相続財産の４３％（２０１５年国税庁統計より）は、分けられない不動産。

人数が減れば、もめなくなるかも
しれないが、、、



そこで生命保険が活用できます

201910城南信用金庫

（４）生命保険

生命保険がおすすめできるポイント
①受取人からの請求で、すぐに保険金を受け取れます。
②生命保険は遺産分割の対象ではありません。

保険契約者
被保険者

受取人

生命保険金

受け取り請求をし
たら、兄弟と遺産
分割協議をしない
で、保険金を受け
取れたよ。
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（４）生命保険

生命保険がおすすめできるポイント
生命保険がおすすめできるポイント
③遺留分の支払いに使えます。

不動産は分けられません。

何もないの！？

妹に生命保険
でもらった分か
ら払うね。

生命保険を上手く使えば、
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生命保険がおすすめできるポイント
④受取人を自由に決めることができます。

生命保険がおすすめできるポイント
（４）生命保険

生命保険がおすすめできるポイント
⑤非課税枠があります。

苦労を共
にした妻へ

家業を継
ぐ息子へ

離れて暮
らす娘へ

かわいい
孫へ

「５００万円×法定相続人の数」 が非課税

法定相続人が３人なら５００万円×３人＝１５００万円




