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司法統計によれば、地方裁判所における民事第一審通常訴訟事件の新受件

数は減少傾向にあり、簡易裁判所における民事第一審通常訴訟事件の新受件

数についてもここ数年は微増しているものの平成22年のピーク時からは大き

く減少したままの状況である。

一方、家事事件の新受件数は増加傾向が続いている。特に増加傾向が顕著

な事件類型として、成年後見事件や未成年の子の親権・監護権あるいは養育

費・面会交流を求める事件がみてとれることから、増加の要因としてわが国

の超少子高齢化問題が存在することは明らかであり、今後もこの傾向は変わ

らないものと考えられる。

弁護士の大増員もあり、これらの事件についての弁護士関与率も増加傾向

にはあるが、依然として、弁護士が代理人として関与していない事件数も相

当程度存在している。これは、弁護士の都市部偏在がその理由の一つである

と考えられるが、国民の権利意識の向上やインターネット等による法情報の

充実、また、それに伴う国民のニーズの多様化も大きな理由であると考えら

れる。

そうだとすれば、今後も当事者が自身の紛争を自身で解決したいというニ

ーズは相当程度存在するであろうし、そうした事案をサポートする役割を担

う専門家に対する需要も同様に根強いであろう。

訴訟大国といわれるアメリカにおいては、弁護士が多く存在するにもかか

わらず、家事事件に関する本人訴訟率は極めて高く、州によって違いはある

ものの、本人訴訟をサポートするための制度が用意されており、その制度を

担う専門家も存在している。

たとえば、カリフォルニア州やメリーランド州などで設置されているセル

フヘルプセンターや、ワシントン州における LLLT（Limited License Legal 

Technicians）と呼ばれる家事事件限定の専門家がそれである。カリフォル

ニア州には、州内の58の郡すべてにおいて合計170のセルフヘルプセンター
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が設置されている。カリフォルニア州における離婚事件は、双方あるいは一

方に代理人が就任していないものが90％程度あり、そのほとんどの当事者

が、セルフサポートセンターのサポートを受けている。そして、LLLT は、

当事者を代理することはできないが、書類作成支援など弁護士へのアクセス

が容易でない当事者に対してさまざまな支援を行っている。

このように、アメリカにおける当事者のニーズに合わせたサポートは、増

加傾向にあるわが国における家事事件の需要に応えるにあたって参考になる

と考えられる。

また、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会において、所有者不明土

地問題の解消、相続登記の促進を目的として民法・不動産登記法の改正に向

けた審議が行われており、改正が実現した場合には、相続関係あるいは財産

管理関係等の家事事件が増加することが想定される。

司法書士は、今後増加するであろう家事事件と、今後ますます多様化する

であろう当事者のニーズに適切に対応しなければならない。

本書が、全国の司法書士の家事事件に関する裁判実務の一助となり、もっ

て、市民の権利擁護に資することとなれば幸いである。

令和 2 年 6 月

日本司法書士会連合会副会長・紛争解決支援推進対策部部長　小澤　吉徳
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Ⅱ　不在者・相続財産管理関係事件

1 　不在者に関する審判事件

⑴　事件の概要

住所や居所を去って行方のわからなくなった行方不明者について、民法は

不在者財産管理人制度と失踪宣告制度を設けている。両制度に関する審判事

件は、家事事件手続法別表第一の55項～57項に定められている。
項 事　項 根拠となる法律の規定

不在者の財産の管理

55 不在者の財産の管理に関する処分 民法25条～29条

失踪の宣告

56 失踪の宣告 民法30条

57 失踪の宣告の取消し 民法32条 1 項

⑵　不在者財産管理人選任審判申立て（家事事件手続法別表第一の55

項）

不在者とは、「従来の住所又は居所を去った者」（民法25条 1 項）であり、

容易に帰来する見込みのない者をいう。従来の住所または居所を去った者が

いても、音信不通でなければ、不在者には該当しない。

よって、不在者財産管理人選任審判申立てを検討する際は、まずは依頼者

に、従来の住所または居所を去った者の捜索を十分に行ったか、そのうえで

音信不通であるかを十分確認しなければならない。
ア　申立権者

申立権者は、利害関係人と検察官である（民法25条）。

この利害関係人とは、法律上の利害関係を有する者に限られている（大分

家審昭和49・12・26家月27巻11号41頁）。以下、具体例をあげる。

①　債権者

②　担保権者
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③　共同相続人　　不在者と共に共同相続人になっている者は、当該相続

に関して遺産分割協議をする必要があるため、該当する。

④　時効取得者　　不在者が所有している不動産を時効取得した者は、時

効援用の意思表示によって自らの権利取得を確定的にする必要があるた

め、該当する。

⑤　財産の譲受人　　不在者の財産の譲受人でありながら対抗要件を備え

ていない者は、対抗要件の具備によって自らの権利取得を確定的にする

必要があるため、該当する。

⑥　隣地所有者　　不在者が所有する土地の隣地所有者で、かつ境界が不

明な場合は、隣地との境界を確定する必要があるため、該当する。

⑦　国や地方公共団体・土地区画整理組合　　不在者から租税を徴収する

必要がある場合、あるいは、公共事業のため用地買収を必要としている

場合は該当する。空家等対策の推進に関する特別措置法14条により「特

定空家」に該当する物件に関しては、地方公共団体も該当する。

⑧　債務者　　債務を履行することによって債務を免れる必要があるた

め、該当する。
イ　管　轄

不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所となる（家事事

件手続法145条）。

不在者が転居を繰り返していると、「従来の住所地」が複数あることとな

り、管轄も複数生ずる。この場合、そのうちのいずれかの管轄裁判所を選択

して申立てをすればよい。

不在者の従来の住所地も居所地も不明なときは、不在者の財産の所在地を

管轄する家庭裁判所または最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所

である（家事事件手続法 7条）。最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁

判所とは、家事事件手続規則 6条で、「法〔筆者注・家事事件手続法〕第 7

条の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする」とあり、東京都

千代田区を管轄するのが東京家庭裁判所であるから、最高裁判所規則で定め
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る地を管轄する家庭裁判所とは東京家庭裁判所になる。
ウ　要件事実

不在者財産管理人選任に必要な要件事実は、①不在者自らが管理人をおい

ていないこと、②管理すべき不在者の財産があること、③不在者自身が②の

財産を管理することができないこと、④利害関係人または検察官からの申立

てがあることの四つである。

①③に関連し、不在者に親権者や成年後見人といった法定代理人がいる場

合は、法定代理人が法律の規定に従って不在者の財産を管理するため、別途

不在者財産管理人を選任する必要はない。

②について、管理すべき財産には、積極財産のみならず、負債等の消極的

財産も含まれる。
エ　添付書類

添付書類は、次のとおりである。

①　不在者の戸籍全部事項証明書（ 3カ月以内）

②　不在者の戸籍の附票（ 3カ月以内）

③　財産管理人候補者の住民票（本籍記載、 3カ月内）または戸籍の附票

④　不在の事実を証する資料（警察署長発行の捜索願受理証明書、「転居先不
明」ないし「宛所尋ね当たらず」で返送された郵便物、民生委員や近隣者作

成に係る不居住証明書、申立人等による不在調査結果調査書など）

⑤　不在者の財産に関する資料（不動産登記事項証明書、預貯金および有価

証券の残高がわかる書類）

⑥　利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料（戸籍全部事

項証明書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書など）

⑦　遺産分割協議が主な目的の場合は、被相続人の出生から死亡までの全

戸籍、相続人全員の戸籍全部事項証明書（法定相続情報証明書を利用でき

る場合もある）並びに相続関係説明図
オ　申立てに必要な費用

家事事件手続法別表第一の事件であるから、 1件あたり、収入印紙800円
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および各家庭裁判所が定める予納郵券が必要となる。

さらに、管理すべき財産中に、不在者の財産を管理するために必要な費用

や、弁護士や司法書士等の専門家が不在者財産管理人に選任された場合の報

酬財源が確保されない事件については、あらかじめ申立人が30万円～100万

円程度の管理費用の予納を家庭裁判所から求められる。また、管理すべき財

産中に、財産管理の費用や不在者財産管理人の報酬財源が確保できそうな事

件であっても、全額ないし減額した金額の予納を求められる場合もある。よ

って、予納金については、依頼者への十分な説明が必要である。
カ　記載例

申立書（【記載例2－1】）の「申立ての趣旨」「申立ての理由」の記載例

は、次のとおりである。
【記載例2－1】　申立書（不在者財産管理人選任審判）

申立ての趣旨

　不在者の財産の管理人を選任する審判を求める。

申立ての理由

1 　申立人は，不在者の姉である。
2　不在者は，平成○年○月○日に少し出かけると言って外出してから，音信
が途絶えた。親類友人等の心当たりある者に消息を尋ね，警察に捜索願を出
したが，今日までその所在は判明しない。
3　令和○年○月○日に，申立人及び不在者の父○○○○が死亡し，別紙財産
目録記載の不動産等につき不在者が，法定相続分 6分の 1を取得した。
4　このたび，亡○○○○の共同相続人間で遺産分割協議を行うことになった
が，不在者は財産管理人を置いていないため，分割協議をすることができな
い。
5　よって，申立ての趣旨のとおりの審判を求める。
6　財産管理人としては，不在者の叔父（亡○○○○の弟）である下記の者を
選任することを希望する。
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●執筆者紹介●

梶村　太市（かじむら・たいち）

略　歴　昭和16年愛知県生まれ、昭和43年司法試験、昭和46年裁判官任官、その後
裁判官25年、訟務検事 7年、公証人 3年、平成16年早稲田大学法科大学院客員教
授、弁護士登録（第二東京弁護士会）、弁護士法人早稲田大学リーガルクリニッ
ク所属
著書等　『家族法学と家庭裁判所』（日本加除出版・平成20年）、『第 4版離婚調停ガ
イドブック』（日本加除出版・平成25年）、『裁判例からみた面会交流調停・審判
の実務』（日本加除出版・平成25年〔改訂中・令和 2年発刊予定〕）、『家事事件手
続法規逐条解説㈠㈡㈢』（テイハン・平成30年）、『離婚後の子の監護と面会交流』
（共著、日本評論社・平成30年）、『離婚後の共同親権とは何か』（共著、日本評論
社・平成31年）、『離婚後の子どもをどう守るか』（共著、日本評論社・令和 2年）
ほか

� （以下50音順）

浦井　裕樹（うらい・ひろき）

略　歴　平成 9年司法書士登録（大阪司法書士会）、日本司法書士会連合会紛争解
決支援推進対策部家事事件ワーキングチーム座長（～令和元年）
著書等　「補助・保佐における同意権・代理権の考え方」実践成年後見 7号（平成
15年）19頁以下、「礼金返還請求訴訟について」月報司法書士486号（平成24年）
84頁以下、『払いません』（共著、三五館）、『Q&A 敷金・更新料訴訟の実務』
（共著、大阪弁護士協同組合・平成19年）、『離婚調停・遺産分割調停の実務――

書類作成による当事者支援』（共著、民事法研究会・平成27年）

近藤　　誠（こんどう・まこと）

略　歴　平成 9年司法書士登録（東京司法書士会）、日本司法書士会連合会紛争解
決支援推進対策部家事事件ワーキングチーム副座長（現職）
著書等　『新米司法書士はるかの事件ファイル』（自由国民社・平成28年）、『バーテ
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ンダー司法書士楓の事件ノート』（自由国民社・平成25年）、『会社を経営するな
らこの 1冊』（共著、自由国民社・平成22年）、『不動産登記を見る・読むならこ
の 1冊』（自由国民社・平成26年）、『離婚調停・遺産分割調停の実務――書類作
成による当事者支援』（共著、民事法研究会・平成27年）

関根　圭吾（せきね・けいご）

略　歴　平成19年司法書士登録（東京司法書士会）、日本司法書士会連合会紛争解
決支援推進対策部家事事件ワーキングチーム委員（～令和元年）
著書等　「いわゆるヴァーチャル口座に対する債権差押命令の申立て」現代消費者
法11号（平成23年）143頁以下、「パチンコ攻略法詐欺の実態および対処法」市民
と法61号（平成22年）48頁以下、『離婚調停・遺産分割調停の実務――書類作成
による当事者支援』（共著、民事法研究会・平成27年）

恒松　史帆（つねまつ・しほ）

略　歴　平成17年司法書士登録（福岡県司法書士会）、平成27年公益社団法人成年
後見センター・リーガルサポート常任理事（現職）、日本司法書士会連合会紛争
解決支援推進対策部家事事件ワーキングチーム委員（現職）

橋本　里花（はしもと・りか）

略　歴　平成24年司法書士登録（秋田県司法書士会）、平成27年秋田県司法書士会
理事（企画広報部長、広報部長、事務局長ほか）（現職）、日本司法書士会連合会
紛争解決支援推進対策部家事事件ワーキングチーム委員（現職）

松田　佐智子（まつだ・さちこ）

略　歴　平成12年司法書士登録（広島司法書士会）、日本司法書士会連合会紛争解
決支援推進対策部家事事件ワーキングチーム委員（現職）、平成29年広島司法書
士会理事（現職）
著書等　「離婚調停に付随する諸手続の上手な活用法」市民と法103号（平成29年）
57頁以下、「離婚調停」月報司法書士512号（平成26年）64頁以下、「婚姻費用分
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担請求」同513号（平成26年）72頁以下、「親子関係不存在確認」同515号（平成
27年）85頁以下、『離婚調停・遺産分割調停の実務――書類作成による当事者支
援』（共著、民事法研究会・平成27年）

渡辺　 亨（わたなべ・とおる）

略　歴　平成26年司法書士登録（宮城県司法書士会）、平成27年宮城県司法書士会
常任理事（相談事業部）（現職）、日本司法書士会連合会紛争解決支援推進対策部
家事事件ワーキングチーム委員（現職）
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