
は し が き

債務整理なんて１回やれば簡単だよ 駆け出しの弁護士の頃、そんなこ

とを先輩・同期の弁護士から言われたことはありませんか。あるいは今まさ

に、言われていませんか。しかし、そうは言われても、１回目の事件は、当

然経験がない状態で進めざるを得ません。もちろん、自分にとって１回目の

事件だから事件処理を失敗していいというわけではありませんし、むしろ債

務整理という事件の性質上、事件処理のミスは、過払金の回収失敗・債権者

への返済額の増大など、ダイレクトに依頼者の不利益に働きます。さらにい

えば、債務整理事件は、１回やれば十分な事件では決してありません。依頼

者の意向は事件によってそれぞれですし、事件自体の性質もまるで異なるの

で、経験の数は、多ければ多いほど良いといえます。とはいえ、現実には、

１回目の事件において手取り足取り何でも教えてくれる存在など周囲にはお

らず、十分な債務整理事件の経験を積みたくても事件自体が自分の下にはこ

ない、ということがほとんどだと思います。

実際に事件に取り組まなくてもOJT（On the Job Training）ができる書籍

が欲しい 上記のような現実に鑑みれば、このような悩み（希望）が出て

くるのは当然のことです。

事例に学ぶシリーズは、まさにそのような悩みをもった法律実務家に応え

るコンセプトで、これまで「行政訴訟入門」、「刑事弁護入門」、「離婚事件入

門」、「保全・執行入門」、「建物明渡事件入門」と好評をもって刊行されてき

ました。そして、このたびは「債務整理入門」として、任意整理事件、破産

申立事件、民事再生事件、個人再生事件、破産管財事件、過払金回収事件な

ど、いわゆる債務整理事件と総称される事件を、11個のテーマに分類し、各

テーマについて、本シリーズのコンセプトに則って物語形式で、弁護士によ

る実際の事件処理のフローを詳細に紹介することとしました。債務整理事件

を受任したとき（あるいは受任しそうなとき）、該当するテーマの章を読めば、

疑似的に事件を追体験することができ、これまで当該事件を処理したことの

はしがき
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ない法律実務家には「１回目」の経験を、すでに経験がある実務家には「＋

１回」の経験を積んでもらうことができるような構成になっています。

本書では、文字だけでもリアルに債務整理事件の処理過程を追体験しても

らえるように 上記のOJTが可能な書籍を実現するために 執筆者全

員が工夫して執筆しています。したがって、第１編においては、単なるイン

トロダクションを超えて、紛争解決のための思考の重要性という視点から債

務整理事件の横断的な部分が説明されていますし、第２編においては、各類

型の債務整理事件について、執筆者がそれぞれ実際に経験した事件を基にモ

デルケースを設け、どのような問題にぶつかり、その問題についていかなる

悩みを抱え、そしてどのように解決していったのかという思考過程・実際の

事件処理が、登場人物の個性豊かに、ドキュメンタリータッチで描かれてい

ます。その結果、現実の事件に勝るとも劣らないような臨場感で、各類型の

債務整理事件への対応が解説されています。このような執筆者の思い・工夫

は、ぜひ本書をご覧になっていただきお確かめいただければと思います。

末筆ではございますが、本書が皆様の実務の一助となることを願っていま

す。

平成26年３月

執筆者を代表して 石 井 達 也

はしがき





7
個人再生 再生委員なし・

住宅資金特別条項付きの事例

系カードロー

ン

サラリーマンの甲野太郎氏は現在独身。妻女とは死別し子供はいない。

そのような境遇のため再婚は えておらず一生１人で生きて行く決意を

している。そのため、終の棲家となる自宅は何とか残したいとの強い希

望がある。

住宅ローンは30年近く残っている。自宅にはローン会社の抵当権が設

定されており、後順位に仮差押えの登記がある。

甲野氏の負債総額は、住宅ローンを除いて、本人申告で６社から約

500万円ほどである。信販会社と消費者金融あるいは銀行

欠であるが、

現

会社のみであり、ヤミ金からの借入れはない。

収入は、給与所得が手取りで月約31万円くらいであり、うち支払原資

としては３万円出せるかどうかというところである。

また、甲野氏は足が少し悪く車が通勤や日常生活に不可

が出るので何と

在使っている車もローンで買ったものであり、ローンが残っている。

車を引き上げられると仕事にも支障 検討す

る必要が

か残す方向で

。ある
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乙弁護士の下に、最近独立した後輩の若弁護士から債務整理事件を紹介し

たいとの電話があった。

若先生：今日、甲野太郎さんという方が債務整理について相談に来たの

ですが、ちょっと私の手に余るので先生に紹介し、受任いただ

ければと思って電話しました。私は破産が相当ではないかと思

うのですが、甲野さんとしては何とか自宅を残したいという意

向が強くて（問題点①）、そうすると小規模個人再生だと思う

のですが、私には経験がないので先生にお願いできないかと思

うのですが……。

乙先生：自宅は、ローン付きですか。

若先生：はい。住宅ローンがまだ30年近く残っていて、当然、ローン会

社の抵当権が設定されています。

乙先生：住宅ローン抵当権のほかに抵当権とかはないですか。（問題点

②）

若先生：ちょっと登記簿謄本（不動産全部事項証明書）まではみていな

かったです……ネットでとって、あとで相談票（【書式2-7-1】）

と一緒にFAXで送ります。

乙先生：負債総額と甲野さんの収入はどのくらいですか。

若先生：負債総額は、住宅ローンを除いて、本人申告で６社から約500

万円ほどです。信販会社と消費者金融あるいは銀行系カードロ

ーン会社のみです。ヤミ金とかはありません。また、個人から

の借入れも本人申告によればないです。収入ですが、サラリー

マンで、給料は手取りで月約31万円くらいとのことです。うち

支払原資としては３万円出せるかどうかというところです。

問題点の把握



（問題点③）

乙先生：過払いは出そうですか。

若先生：取引期間がそれほど長くないので、出ないと思います。引直し

計算すれば負債額は若干減るとは思いますが、よくても400万

円くらいではないかと思います。そうすると任意整理でやった

場合、完済までに133カ月＝11年以上かかってしまいます。

乙先生：そんな長期では業者が和解に応じるとは思えないから、任意整

理は無理だね。

若先生：それで破産では、と思ったのですが、先ほどのとおり、甲野さ

んとしては自宅を残したいという希望がありまして……。

乙先生：わかりました。とりあえず甲野さんに話を聞いてみましょう。

それで個人再生でいけるかどうか判断します。

若先生：ありがとうございます。それで、もう１点お話しておくことが

あるのですが、甲野さんは足が少し悪くて車が通勤や日常生活

に不可欠なのですが、現在使っている車もローンで買ったもの

で、まだローンが残っています。車を引き上げられると仕事に

も支障が出るので何とか残す方向でお願いしたいとのことなの

です。（問題点④）

乙先生：そうですか、意向はわかりました。その車の車検証もFAXで

送ってください。

若先生：了解です。

その後、若先生から相談票、不動産登記簿謄本および車検証が送られてき

た。

不動産登記簿謄本をみると、住宅ローンの抵当権の後順位にＳ社の仮差押

登記がなされていた（問題点②）。また、自動車には、Ｃ社の所有権留保が

つけられていた（問題点④）。
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【書式2-7-1】 相談票（ ⑦>）

相 談 票

平成25年４月１日

弁護士 若

１ 依頼者 甲野 太郎 昭和52年12月Ｘ日生 35歳

住所 Ｐ県Ｖ市在住

２ 設計会社勤務 給与所得手取り31万円 ボーナスなし

３ 負債額（本人申告）

Ｃ社 187万円

Ｒ社 98万円

Ｓ社 66万円

Ｍ社 60万円

Ｉ社 72万円

Ｅ社 10万円

Ｘ銀行（住宅ローン） 2200万円

４ 自宅は持ち家

住宅ローンあり、35年ローン ローン残29年 残ローン2200万円

月の支払額 10万円 ボーナス払いなし。

自宅の査定額1400万円 固定資産評価額1000万円

５ 自動車ローンあり（Ｃの一部）、残15万円 毎月３万円払い。

６ 生命保険有り 月１万円 解約返戻金30万円

問題点の把握



７ 家計収支

給料手取り31万円 住宅ローン 10万円

自動車ローン 3万円

生命保険料 1万円

食費 5万円

生活雑費 3万円

交通費（ガソリン代） 3万円

医療費 1万円

滞納税支払い 2万円

返済原資 3万円

（1000円以下切り捨て）

（＊筆者注 説明の便宜のため、ポイントのみ抽出し箇条書きした）

方針の の検討）

１ 方針決定のメルクマール

⑦>の任務目標は、自宅を残しつつ、負債の整理をすることにある。

自宅を残すということは、住宅ローンの支払いを継続し続けるということで

あるが、そのための方法としては、任意整理か住宅資金特別条項付きの個人

再生しかない。破産すれば、一切の弁済は禁止され自宅も確実に処分（担保

不動産競売もしくは任意売却）されるので、 ⑦>では適合性がない。し

かし、任意整理も個人再生も駄目となった場合、最終的な法的負債処理の方

法としては破産しかないのも事実であり、この点は甲野氏にも腹を据えても

らう必要がある。

任意整理は、返済原資（月３万円）に比して負債総額（引直し前の元金ベー

スで500万円）が大きすぎる。任意整理を行う場合、通常返済期間は３年、５

年でぎりぎり金融業者が承諾するかどうかというラインであるが、仮に５年

で返済するとしても月８万円の返済原資が必要であり、全く適合性がない。
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住宅ローンは支払いつつ、金融業者からの借入れを支払可能な額に圧縮し

て分割弁済する必要があるが、住宅資金特別条項付個人再生がそのための制

度であって ⑦>に適合性がある。問題は、住宅資金特別条項付個人

再生の要件を満たすかどうかであるが、そもそも住宅資金特別条項の要件を

満たさないのであれば、個人再生をすること自体に意味はない。住宅資金特

別条項の要件を満たすかどうかが方針決定の最大のメルクマールとなる。

２ 問題点①：自宅を残す 住宅資金特別条項の要件充足性

住宅資金特別条項（民再198条１項）を定めることができるのは、以下の場

合である。

① 住宅の建設・購入に必要な資金等の貸付けに係る分割払いの定めのあ

る再生債権であること（民再196条３号）

② ①の債権またはこれの保証債務に係る債権を被担保債権とする抵当権

であること（民再196条３号）

③ ②の抵当権が「住宅」に設定されていること（民再196条１号）

④ 「住宅」に民事再生法53条１項に規定する担保権が存在しないこと

（民再198条１項ただし書）

④の意味は、住宅に住宅ローン抵当権以外の担保権（通常は抵当権）が設

定されていては駄目だということである。これは、住宅に住宅ローン以外の

別除権（抵当権等）が設定され、これが実行されれば、結局、再生債務者は

住宅を失うことになるので住宅資金特別条項を定めても意味がないという理

由による。

この要件は、不動産登記簿謄本を調査すれば、ほぼ一見して判明する事実

であるから、住宅資金特別条項を検討する際は、まず最初に不動産登記簿謄

本をチェックすることが肝要である。

⑦>では、甲野氏の住宅に担保権こそ設定されていないが、仮差押

登記が存在する。これが民事再生法53条１項の担保権と同列に論じられるか

は１つの問題である。

方針の検討（大筋の方向性と問題点の検討）



３ 問題点②：仮差押登記 住宅資金特別条項の阻害要因となるか

仮差押登記が民事再生法53条１項の担保権と同視できるというのであれば、

同法198条１項ただし書により、 ⑦>では住宅資金特別条項を定める

ことはできない。そうであれば個人再生申立自体が任務目標との関係で無意

味であり、破産申立てをなすべき事案となる。

仮差押えが本執行に移行した場合、強制競売により再生債務者は住宅を失

うのであり、その意味では、担保権が設定された場合と変わりはない。

しかし、担保権は、別除権として再生手続によらないで権利行使できるの

に対し（民再53条１項・2項）、仮差押え、（本）差押えの被保全債権（請求債

権）は、再生手続が開始された場合であっても、再生債権（同法84条）にす

ぎない。再生計画の定めるところによらなければ権利行使はできず（同法85

条１項）、強制執行もできない（同法39条１項、184条）。再生計画が認可され

確定すれば、この被保全債権（請求債権）は、再生計画どおりに権利変換さ

れ（同法232条２項、156条）、再生債務者が再生計画どおり履行を行っている

限り強制執行されることはない。

つまり、再生手続が開始され、再生計画どおりに履行を行っている限り、

仮差押えによって再生債務者が住宅を失うおそれはない。別除権たる担保権

とは同列に論じ得ないのであり、住宅資金特別条項の阻害要因とはならない

であろう。

ただし、住宅資金特別条項を定めた再生計画の不認可要件として、住宅の

所有権等を失うこととなると見込まれる場合がある（民再202条２項３号）。

上述のとおり、再生計画どおり履行できれば所有権を失う見込みはないので

あるが、履行可能性に疑問符がつくような場合は、この要件がクローズアッ

プされるおそれがある。履行可能性があることをきちんと示すことがより重

要になる。

住宅資金特別条項の問題とは別の問題として、弁護士が受任通知を債権者

に送付することにより、仮差押債権者が本執行（強制競売）に及ぶおそれが

ある。もっとも、本執行されたとしても、再生開始決定により強制執行手続
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は原則として中止し、再生計画認可の確定によって失効するのであるから

（民再39条１項、184条）、本質的な問題とはならないが、本執行をされないに

越したことはないので、受任通知発送後、開始決定までにあまり時間をかけ

ないで迅速に進める必要がある。

４ 問題点③：再生計画の履行可能性

⑦>は再生債権の総額が5000万円以下であることは問題なく、甲野

氏はサラリーマンで反復して収入を得る見込みもあるから、小規模個人再生

（民再221条）を選択できることに疑いはない。

給与所得者等再生（民再239条）の要件も満たしそうだが、給与所得者等再

生の申立てを行うか、単純な小規模個人再生の申立てを行うかは、メリッ

ト・デメリットを勘案しての判断になろう（詳細はＶ２以下で検討する）。

〔図2-7-1〕 再生事件の構造

通常再生事件

小規模個人

再生事件

給与所得者等

再生事件

方針の検討（大筋の方向性と問題点の検討）



小規模個人再生事件の再生計画の不認可要件としては、「再生計画が遂行

される見込みがないとき」（民再231条１項、174条２項２号）がある。つまり、

遂行される見込みがあれば再生計画は認可される。

これに対して、住宅資金特別条項の定めをした再生計画の不認可要件は、

「再生計画が遂行可能であると認めることができないとき」（民再202条２項２

号）であり、遂行可能であると認められて初めて再生計画は認可されること

になる。その意味で、住宅資金特別条項付きの再生申立ては、遂行可能性＝

履行可能性のハードルが高く、再生開始決定の審理段階で厳重に吟味される。

履行可能性に問題がある場合、再生委員が選任されるか、場合によっては取

下げを勧告されることもありうる。

⑦>では、若先生の話と相談票をみる限り、１カ月あたりの支払原

資が３万円しか捻出できない状況である。一方、基準債権総額を500万円と

仮定してみると、再生計画による計画弁済総額は100万円（民再231条４号）

となり、これを原則である３年間で支払うとすると、月額２万7777円になる。

送金手数料を えると１カ月あたり約３万円となり、支払原資ぎりぎりで、

何か突発的な出費があったら、たちどころに履行が頓挫しそうではある。仮

差押えの問題とも絡んで、履行可能性のある再生計画を作成できるか、その

前提となる事実状況を作出できるかがポイントになろう。

表2-7-1> 最低弁済額基準 民事再生法231条２項４号

＊基準債権―無異議債権および評価済債権のうち一定の債権（住宅資金貸付債権

の額、別除権カバー部分の額および再生手続開始後の利息や費用）

を除いたもの

＊計画弁済総額―再生計画に基づいて基準債権に対して弁済する総額

＊最低弁済基準債権額―再生計画で、債務者が弁済しなければならない最低額

基準債権総額 最低弁済基準額

100万円未満 基準債権総額（満額）

100万円以上～500万円未満 100万円
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500万円以上～1500万円未満 基準債権総額の５分の１

1500万円以上～3000万円未満 300万円

3000万円以上～5000万円 基準債権総額の10分の１

５ 問題点④：自動車の確保

⑦>の自動車にはＣ社の所有権留保がなされている。所有権留保は、

再生手続において別除権（民再53条）として扱われる（最判平成22・6・4民集

64巻４号1107頁）。通常、弁護士が受任通知を債権者に送付すれば、別除権

（担保権）の行使として自動車が引き上げられる。

しかし、甲野氏は足が悪いとのことで、自動車がないと通勤すらままなら

なくなり、経済生活に支障を来してしまう。新しい車を買うにしても、返済

原資が３万円しかない中で購入できる資金もない。弁護士介入によりいわゆ

るブラックリスト（信用情報機関への事故情報の掲載）に掲載されるから、新

たなローンを組むこともできない。何とか現有する自動車を活かす方向で

えたい。

手段として担保権消滅許可申請（民再148条）を行う方法もあるが、目的物

件の価額を一括で支払えるか（同法152条）は微妙である。最後の手段であろ

う。別除権者（Ｃ社）と別除権協定を締結し、担保権の実行（引き上げ）を

保留してもらう方法がベストである。

小規模個人再生でも別除権協定の締結自体は禁止されていない。問題は、

Ｃ社が別除権協定に応じてくれるかである。別除権協定とは、平たくいえば、

担保の客観的価値（目的担保物の評価額部分）を受け戻して（民再41条１項９

号）、その受戻代金を共益債権（同法119条５号）として随時支払い（同法121

条１項）、その支払いが完了するまでの間、別除権の行使を留保してもらう

契約であるが、担保の客観的価値が被担保債権を下回っている場合、つまり、

自動車の転売価額が残自動車ローンを下回っている場合、別除権者にとって

別除権協定を締結するインセンティブに乏しく、別除権協定の締結は相当に

方針の検討（大筋の方向性と問題点の検討）



難しい。逆に、自動車の価値が残ローン額を上回っていれば、別除権者は自

動車の換価手続を経ないで残ローンを全額回収できる見通しが立つのである

から、別除権協定を締結することへのインセンティブが働く。無論、協定締

結する・しないは別除権者の判断であり拒絶の可能性も高いので、基本的に

甲野氏には自動車は残せないという方向で腹を括ってもらうが、別除権協定

の申入れをやってみる価値はあるのでその方向で動くことにする。

若先生から電話があった数日後、乙弁護士は甲野氏と面談し、事実関係の

聴取と意向の確認を行った。

概要は以下のとおりである。

１ 問題点①関係 住宅資金特別条項

・甲野氏は現在独身。妻女とは死別し子供はいない。そのような境遇のため再

婚は えておらず一生１人で生きていく決意。そのため、終の棲家となる自

宅は何とか残したいとの強い希望がある。「住宅資金特別条項付小規模個人

再生で自宅を残せる可能性があるのであればぜひお願いしたい。駄目だった

場合は破産でやむを得ない。了承する」とのこと。

・住宅ローンは、現在延滞なし。

・個人再生がうまくいく場合、甲野氏のケースでは、住宅ローンの支払いを70

歳まで伸ばし、月々の返済を減少させることも視野に入れられるが（民再

199条２項２号）その点はどうか、との問いに対して、甲野氏は、「現在のと

ころ定年が65歳であり、その後まで住宅ローンの支払いを続けるのは厳しい

し、金利負担も増えるので、現在の支払条件を続けたい」とのことであった。

・自宅の価値につき査定書がある。査定では1400万円。固定資産税評価額は

1000万円。一方、住宅ローンの残債は、約2200万円あり、オーバーローン状

態（剰余価値なし）。

２ 問題点②関係 仮差押登記

・この仮差押えは、父親の借金（消費者金融からの借入れ）を連帯保証したこ
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とによるもの。甲野氏が連帯保証した事実関係に争いはない。父親は数年前

に自己破産し、そのために仮差押えとともに訴訟提起された。訴訟上の和解

が成立し、月３万円ずつ返済する内容になっている。この返済のために、業

者から借入れを行っている面もある。先々月からは支払っておらず、督促が

うるさい。

・父親の借金を肩代わりしていることになるが、父親に求償する意思はない。

父親も年金暮らしでそのような余裕はない。

３ 問題点③関係 履行可能性

・そもそも負債が増大した理由として、直接的には亡妻女の医療費の補てんで

あったが、当時の給料では何とか返済はできていた。しかし、リーマンショ

ック後の不況で、給料が減額されたことと、先ほどの仮差押えの件で収支が

赤字になり、返済のために借入れを起こすようになった。しかし新たな借入

れもできなくなり、進退極まって弁護士に相談した。

・勤務している会社は、従業員７名の零細企業。景気の動向を受けやすい。給

料は、手取りで31～32万円。ボーナスはない。また退職金の支給もない。良

い時は手取りで38万円ほどであった。景気が若干上向いているので、今後、

給料が上がる可能性は高いが、今現在確定した話ではない。

・固定資産税の滞納がある。Ｖ市の資産税課と協議して、毎月２万円を分割で

支払うことで合意できている。現在もこれはきちんと支払っている。残額は

14万円ほどなのであと７回で終わる。

・月々の支出を減らすため、生命保険を解約してはどうか、との問いについて、

甲野氏は、「足が悪く亡妻女のこともあり、将来が不安なので継続したい」

とのこと。

・親族等の援助は、期待できない。

・自動車との絡みもあるが、現在のところ返済原資としては３万円がぎりぎり

のライン。

４ 問題点④ 自動車

・自動車は、中古を買った。これがないと足が悪いので通勤もできなくなり本

当に困る。買い換えるだけの余裕はない。

・残ローンは15万円ほど。あと５回で終わる。

・自動車の価額としては、20～30万円ほどではないかと思う。

依頼者からの聴取り



５ その他

・取引履歴が浅く、過払金は発生しない公算が高い。多少の負債の圧縮はでき

るので、再生債権の負債額は、500万円を切ることは確実。したがって、小

規模個人再生申立ての場合、最低弁済基準額は100万円。

・資産価値のあるものとしては、生命保険の解約返戻金が30万円ほど、預貯金

は数万円のレベル。その他、出てくるかもしれないが、最低弁済額100万円

を超えることはなさそうである。

清算価値＜最低弁済基準額（100万円）

計画弁済総額＝最低弁済基準額（100万円）

・通常の再生計画案（３年分割弁済）を基礎に えれば、月あたりの返済額は、

２万7777円となる見込みで、ぎりぎり返済原資の枠内に収まる。甲野氏とし

ては、その金額であればきちんと支払っていけるであろうとのことであった。

ただし、返済期間については、あまり長期間にはしたくないとの意向であっ

た。

方針 構想）

１ 個人再生申立自体

再生債権の総額は、本人申告によっても500万円であるところ、これが、

今後の債権調査によって小規模個人再生事件の要件である5000万円を超える

という事態は想定しがたく、小規模個人再生の申立てを行う。また、仮差押

登記（問題点②）は、住宅資金特別条項を定めるにあたり阻害要件とはなら

ないと解されるので、当然、住宅資金特別条項付きの小規模個人再生申立て

とする。

２ 給与所得者等再生の可否

甲野氏は給与所得者であることから、手続としては、給与所得者等再生の

特則の適用を求めることも えられる。

給与所得者等再生手続によるメリットとしては、再生計画案につき、債権
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者の決議がいらないという点がある（民再240条１項）。単なる小規模個人再

生手続の場合、再生計画案の可決要件として不同意と回答する債権者が議決

権者総数の２分の１を超えず、かつ、その議決権の額が議決権の総額の２分

の１を超えないことが必要となるので、過半数の反対が見込まれるような場

合、このメリットは大きな意味があるが、一般的には、債権者が小規模個人

再生事件の再生計画案に不同意の回答を行う例は乏しく、相対的にメリット

としてそれほど大きな意味を有するものではない。一方デメリットとしては、

計画弁済総額が可処分所得の２年分以上の額でなければならないという点が

ある（同法241条２項７号）。２年分の可処分所得が最低弁済基準額未満であ

る場合は、最低弁済基準額で済むので（同項５号）、単なる小規模個人再生

と変わりはないが、そうでない場合、計画弁済総額が相対的に増加し、再生

債務者の負担となる場合がままある。特に所得が比較的多い場合や、単身者

の場合はその傾向がある。

債権者が不同意の回答をする可能性が乏しく、２年分の可処分所得の額が

最低弁済基準額より多いような場合、一般的には、給与所得者等再生ではな

く、単なる小規模個人再生の申立てを選択することが多い（鹿子木康＝島岡

大雄編『個人再生の手引』（以下、「手引」という）368頁）。

甲野氏のケースで、給与所得者等再生による可処分所得額をシミュレーシ

ョンしてみたところ（インターネットでシミュレーション用のソフトが公開され

方針の決定（依頼者との面談中の構想）

〔図2-7-2〕 負債額500万円を想定したケース（ ⑦>）

可処分所得の２年分 最低弁済基準額

＞ 100万円

80万円 ＜ ←計画弁済総額

200万円

100万円

← 計画弁済総額



ている）、１年間の可処分所得額は、約167万円。２年分だとその倍の334万

円。これを３年で弁済するとなると、毎月の支払額は、９万2700円。支払え

る金額ではない。一方、最低弁済基準額は100万円。再生計画案に反対しそ

うな債権者も見当たらないので、給与所得者等再生の特則の適用を求めても

甲野氏を苦しめるだけでデメリットしかない。特則の適用を求めない小規模

個人再生の申立てを行うこととする。

３ 管轄と再生委員の選任

東京地方裁判所での個人再生事件の運用では、全件再生委員を選任するこ

ととなっている。そのため、通常の申立費用（手数料、郵券代、官報公告費

用）のほかに、再生委員の報酬として、別途15万円（平成25年９月現在）の

予納を求められる。

それ以外での裁判所では、申立人に代理人が選任されている場合、原則と

して再生委員は選任しない取扱いがほとんどである。債務者面接もせず、書

面による照会・回答のみで発令する裁判所も多い。

ただし、問題のあるケースでは、例外的に再生委員が選任されるケースも

ある。具体的には、申立代理人の調査不足・能力不足が認められる場合、破

産手続における否認対象行為が認められる場合、特殊な判断を求められる場

合、そして履行可能性に問題がある場合等である。

再生委員が選任されるとなると、裁判所によって金額は異なるが、15万円

～20万円ほどの再生委員の報酬を予納しなければならなくなる。通常は、履

行テストとして計画弁済月額を再生委員に送金して積み立て、再生手続終了

時に精算する方法がとられるが、再生債務者にとって負担が大きい。可能な

限り、再生委員の選任がない方向で申立代理人として知恵を絞り尽力する必

要がある。

⑦>では、甲野氏はＰ県Ｖ市在住なので、Ｐ地方裁判所Ｖ支部が管

轄裁判所となる。同裁判所では、再生委員を選任しない運用なのでその点は

よいが、仮差押えの問題（問題点②）、履行可能性の問題（問題点③）、そし
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