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はじめに 

 

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」 

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」（以下「私的整理ガイドラ

イン」といいます。）は，東日本大震災の影響により，住宅ローン等の震災前

の債務の返済が困難となった方（個人）が，破産手続等の法的倒産手続によら

ずに，債権者との合意に基づき，債務の減免を受けられる制度です。債務の減

免のほか，個人信用情報の登録などの不利益を回避できます。 

 

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」 

 上述の私的整理ガイドラインは，被害が東日本大震災の影響によるものに限

られますが，「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」（以下

「自然災害債務整理ガイドライン」といいます。）は，２０１５年９月２日以

降に生じた災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用を受けた災害によ

って，住宅ローン等の既往債務を弁済できなくなった方について適用となりま

す。上記と同様に債務減免等を受けることができる制度です（今後，発生する

災害については，自然災害ガイドラインを利用することになります。）。 

 

＊現在，災害時のいわゆる「二重ローン」問題について，上記の二つのガイドライン

が存在します。 

 

本報告書の利用方法 

本報告書は，私的整理ガイドラインのアンケート結果ですが，自然災害債務整

理ガイドラインでは，私的整理ガイドラインの運用を参考とすると定められて

います。 

そこで本報告書の利用方法は，以下のように自然災害債務整理ガイドライン

の場面においても活用が想定されます。 

 

(1) 自然災害債務整理ガイドラインの登録支援専門家となった弁護士又は被災

者が，自然災害債務整理ガイドラインの事案の解決の参考とする。 

(2) 自然災害債務整理ガイドラインの登録支援専門家となった弁護士が本報告

書を債権者に提示することにより，交渉等を円滑に進め，被災者支援という

自然災害債務整理ガイドラインの趣旨に沿った債務整理を成立させる。 

(3) 私的整理ガイドラインの特徴的な点等を明示することによって，自然災害

債務整理ガイドラインの利点を周知し，弁護士及び被災者に自然災害債務整

理ガイドラインの利用を促す。 
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アンケート結果の特徴的な点 

私的整理ガイドラインの実情を統計的に把握したものとしては，これが初め

てのものです。また，本アンケートから明らかとなった特徴的な点として，以

下の３点が挙げられます（「第２４ まとめ」で詳細にしています。）。 

  

(1) 連帯保証人がいた事案の９７％で連帯保証人の債務も免除されており，

被災者の生活や事業の再建を支援するという制度趣旨に沿った運用がなさ

れていたと評価できる（連帯保証人の債務も免除にならないと，債務者だ

け免除されても連帯保証人に請求がなされるということであれば私的整理

ガイドラインの利用を被災者が躊躇することになる。）。 

 

(2) 平均債務免除額が１３５９万円，被災者が手元に残すことができた財産

額の平均が４５２万円であった。「一定の財産を手元に残したまま債務免除

を受けることができる」という制度の利点が統計上も裏付けられた。 

 

(3) 年収７３０万円以上で私的整理ガイドラインを利用できた人は１％に過

ぎなかった（これは年収７３０万円未満の基準を私的整理ガイドライン運

営委員会が厳格に解釈しており，「特段の事情」が認められるべき事案を限

定しすぎていたためではないかと考えられる。被災者の生活や事業の再建

を支援するという制度趣旨に照らすと，ガイドライン運営委員会が上記年

収を一律に適用するのではなく，家族構成，既往債務額などの被災者が置

かれている状況等によって柔軟に運用すべきである。）。 

 

以上 
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アンケートの項目及び結果 

 

第１ アンケートの目的 

自然災害債務整理ガイドラインが２０１６年４月１日から適用され，平成２

８年熊本地震等の災害で多数の利用がなされている。 

自然災害債務整理ガイドラインでは，東日本大震災について適用された「私的

整理ガイドライン」の運用を参考とすると定められている（自然災害債務整理ガ

イドライン第１０項（４））。 

そこで，私的整理ガイドラインにおける運用実績や，運用規準の例外的事例等

を，私的整理ガイドラインの登録専門家の経験者から収集し，分析・発表するこ

とで，現在及び将来の自然災害債務整理ガイドラインの登録支援専門家となっ

た弁護士がこれを活用し，制度の安定した運用を図ると共に，自然災害債務整理

ガイドラインの目的でもある被災者支援の一助とする目的で，本アンケートを

実施した。 

 

第２ アンケートの方法 

 ２０１７年１１月６日から２０１８年１月３１日までにかけて，日本弁護士

連合会災害復興支援委員会委員・幹事及び関係者を通じて，私的整理ガイドラ

インの登録専門家経験者に対してアンケートへの協力を依頼した。 

 アンケートの回答は，回答者に，インターネット上のサイト（Google フォ

ーム）にアクセスしてもらい回答を入力してもらう方法で行った。 

 アンケート項目は，第４以下で述べるとおりである。同一の事案が二重に入

力されることを避けるため，登録専門家として弁済計画案を策定し債務整理が

成立した事案のみを回答してもらい，弁済計画案の確認報告のみを担当した場

合や，債務整理成立前に登録専門家ではなくなった場合は，回答しないことと

した。また，債務整理の成立事案だけが回答の対象であり，債務整理が成立し

なかった事案は回答の対象とはしなかった。 

 

第３ 総回答数 

 アンケートの総回答数は，２６８件あった。 

 ２０１８年１月３１日時点での私的整理ガイドラインの債務整理の成立件数

は１３６１件であるので，成立総数の約２割（１９．６９％）について回答が

されたことになる。  
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第４ 【アンケート項目１】債務者の性別 

 

グラフ１ 

 
   

 男性 ２１０件（７８％） 

 女性  ５８件（２２％） 

78%

22%

債務者の性別

男性

⼥性
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第５ 【アンケート項目２】債務者の地域 

 

グラフ２ 

 
 

 宮城県 １３６件（５１％） 

 岩手県 １３２件（４９％） 

  

51%49%

債務者の地域

宮城県

岩⼿県
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第６ 【アンケート項目３】債務者の年齢 

 

グラフ３ 

 
 ※グラフ３には「不明」の分は含まれていない。 

 

 ２０代  ６件（ ２％） 

 ３０代 ４７件（１８％） 

 ４０代 ８１件（３１％） 

 ５０代 ７６件（２９％） 

 ６０代 ２８件（１１％） 

 ７０代 １９件（ ７％） 

 ８０代  ６件（ ２％） 

 不明   ５件 

 

※パーセンテージは，不明５件を除いた２６３件を総数として算定。 

 

  

２
０
代
2%

３０代
18%

４０代
31%

５０代
29%

６０代
11%

７０代
7%

８０
代
2%

債務者の年齢

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代
８０代



- 7 - 
 

第７ 【アンケート項目４】 連帯保証人の有無 

 

グラフ４ 

 
※ グラフ４には，「不明」の２件の分は含まれていない。 

 

 有り １２１件（４５％） 

 無し １４５件（５５％） 

 不明   ２件 

 

※パーセンテージは，不明２件を除いた２６６件を総数として算定。 

  

45%
55%

連帯保証⼈の有無

有り

無し
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第８ 【アンケート項目５】 連帯保証人の被災の有無 

 アンケート項目４で，連帯保証人が「有り」と回答した場合について，連帯

保証人の被災の有無を質問した。 

 

グラフ５ 

 
※ グラフ５では，「不明」の５件分は含まれていない。 

 

 被災有り ９８件（８４％） 

 連帯保証人複数名の内一部が被災有り，一部は被災無し ９件（８％） 

 被災無し  ９件（８％） 

 不明    ５件 

 

【説明】 

 職場のみが被災し住居は被災していない場合，連帯保証人が震災によって死

亡した場合は，「被災有り」にカウントした。 

 

84%

8%
8%

連帯保証⼈の被災の有無
被災有り

連帯保証⼈複数名の内
⼀部が被災有り，⼀部
は被災無し

被災無し
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第９ 【アンケート項目６】 連帯保証人の債務免除の有無 

アンケート項目４で，連帯保証人が「有り」と回答した場合について，連帯

保証人の債務免除の有無を質問した。 

 

１ 連帯保証人の債務免除の有無 

 

グラフ６ 

 
 ※６ グラフ６では，「不明」２件及び「その他」６件を含んでいない。 

 

 債務免除有り １１０件（９７％） 

 債務免除無し   ３件（ ３％） 

 不明       ２件 

 その他（相続放棄等） ６件 

 

【説明】 

 「債務免除無し」の３件のうち１件は，連帯保証人の負担は債務の一部のみ

で残部は免除された。この１件は，６５０万円の家財保険金を保証人が受領し

ていたため，そのうち４００万円を主債務者の弁済とは別に弁済原資に充てる

ように個人版私的整理ガイドライン運営委員会（以下「ガイドライン運営委員

会」という。）から指示を受けて弁済に充て，その余は免除されたケースであ

る。 

「その他（相続放棄等）」は，連帯保証人が死亡し相続放棄をした場合，連

97%

3%

連帯保証⼈の債務免除の有無

免除有り

免除無し
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帯保証人も私的整理ガイドラインによる債務整理の債務者として申出をした場

合，連帯保証人が破産により免責された場合である。 

 

【考察】 

 被災の有無を問わない連帯保証人全体では，免除されていた場合が９７％，

免除されなかった場合が３％であり，ほとんどの場合で連帯保証人は債務免除

されていた。連帯保証人の債務も免除にならないと，債務者だけ免除されても

連帯保証人に請求がなされるということであれば私的整理ガイドラインの利用

を被災者が躊躇することになるので，被災者の生活や事業の再建を支援すると

いう制度趣旨に沿った運用であったといえよう。 

 連帯保証人が免除されなかったケースは，被災地外におりかつ安定・高収入

を得ていたケース，６５０万円という多額の家財保険金を保証人が受領しその

一部を弁済原資に充てたケース等というごく例外的な場合であり，それ以外の

事案ではほぼ全件が免除されていた。 
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２ 被災した連帯保証人の債務免除の有無 

 

グラフ７ 

 
※ グラフ７では，「不明」２件及び「その他」４件を含んでいない。 

 

 免除有り １００件（９９％） 

 免除無し   １件（ １％） 

 不明     ２件 

 その他（相続放棄等） ４件 

 

【説明】 

 上記第８の「連帯保証人複数名の内一部が被災有り，一部は被災無し」も，

この被災した連帯保証人の中に含まれている。 

 「債務免除無し」の１件は，連帯保証人の負担は債務の一部のみで残部は免

除された。 

 

【考察】 

 連帯保証人が被災した場合では，１０１件中１件のみ免除されなかった事案

があったものの，その１件以外は免除されていた。また，免除されなかった１

件も，一部免除の事案であり，６５０万円という多額の家財保険金を保証人が

受領していたため，そのうち４００万円を主債務者の弁済とは別に弁済原資に

充てるようにガイドライン運営委員会から指示を受けて弁済に充て，その余は

99%

1%

被災した連帯保証⼈の債務免除の有無

免除有り

免除無し
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免除されたというごく例外的なケースである。 

連帯保証人が被災した場合は，９９％免除されていたのであり，被災者の生

活や事業の再建を支援するという制度趣旨に沿った運用であったといえる。 
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３ 被災していない連帯保証人の債務免除の有無 

 

グラフ８ 

 
※ グラフ８では，「不明」１件及び「その他」２件を含んでいない。 

 

 免除有り     １３件（８７％） 

 免除無し      ２件（１３％） 

 不明        １件 

 その他（相続放棄） ２件 

 

【説明】 

 上記第８の「連帯保証人複数名の内一部が被災有り，一部は被災無し」も，

この被災していない連帯保証人の中に含まれている。 

「その他」の場合は，２件とも連帯保証人が死亡し，相続人が相続放棄をし

た場合であった。 

 

【考察】 

 連帯保証人が被災しなかった場合でも８７％は免除されていた。連帯保証人

の被災の有無によって連帯保証人の免除の有無が決められていたわけではな

い。 

 

 

87%

13%

被災していない連帯保証⼈の債務免除の
有無

免除有り

免除無し
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第１０ 【アンケート項目７】 連帯債務者の有無 

 グラフ９

 
 

 有り １１８件（４４％） 

 無し １５０件（５６％） 

 

【考察】 

 連帯債務者がいる場合が４４％と相当の割合に上っている。連帯債務者がい

る場合には，原則として共同申出をする（個人版私的整理ガイドライン運用規

準〔以下「運用規準」という。〕１５），自由財産の額は原則として合算で５０

０万円とする（運用規準９）等の連帯債務者がいない場合とは異なる運用がさ

れているため，この点につき自然災害債務整理ガイドラインの登録支援専門家

としては注意が必要である。 

  

44%
56%

連帯債務者の有無

有り 無し
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第１１ 【アンケート項目８】 連帯債務者との関係 

 グラフ１０ 

 
 

 親子 ４８件（４１％） 

 夫婦 ７０件（５９％） 

 

【説明】 

 「連帯債務者との関係」については，親子と夫婦以外の事例は回答されなか

った。「夫婦」の中には内縁の夫婦を含んでいる。 

  

59%

41%

連帯債務者との関係

夫婦 親⼦
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第１２ 【アンケート項目９】 債務額 

 １ 債務額 

 私的整理ガイドラインによる債務整理の対象となった債務の額である。１

万円未満の金額は切り捨てで回答がなされた。 

 グラフ１１ 

 
 

 １００万円未満       １件（ ０．４％） 

 １００～４９９万円    １０件（ ３．７％） 

 ５００～９９９万円    ５４件（２０．１％） 

 １０００～１９９９万円 １２０件（４４．８％） 

 ２０００～２９９９万円  ６５件（２４．３％） 

 ３０００～３９９９万円  １１件（ ４．１％） 

 ４０００～４９９９万円   ２件（ ０．７％） 

 ５０００万円以上      ５件（ １．９％） 

 

 平均金額 １８１０万円 

 

【考察】 

 最低額は８５万円，最高額は２億８４６３万円であった。 

 債務総額が５００万円から３０００万円の場合が全体の８９．２％であり，

最も多かったのが１０００万円台の場合であった。 

 債務総額が５００万円未満の利用者は４．１％であった。しかし，債務額が
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５００万円未満の場合であっても，手元の財産（不動産以外）から５００万円

を控除した金額よりも債務額が多い場合（例えば，債務額が３００万円，手元

の財産（不動産以外）が２００万円の場合など）には，私的整理ガイドライン

を利用できる場合があり得る（運用規準８）。このことを踏まえると，債務総

額が５００万円未満の場合も利用できるということが，適切に周知され運用が

為されていたか疑念が残ると言わざるを得ない。 
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 ２ 債務額（３０００万円未満）ごとの年代別構成比 

  グラフ１２ 

 

 

債務額ごとの年代別構成比 

（各債務額帯においてそれぞれの年代が占める割合） 

  ～499 万円 500～999 万円 1000～1999 万円 2000～2999 万円 

20 代 1 11.1% 1 1.9% 4 3.4% 0 0.0% 

30 代 1 11.1% 8 15.4% 23 19.5% 14 21.5% 

40 代 4 44.4% 9 17.3% 34 28.8% 26 40.0% 

50 代 1 11.1% 18 34.6% 33 28.0% 17 26.2% 

60 代 1 11.1% 10 19.2% 14 11.9% 3 4.6% 

70 代 1 11.1% 5 9.6% 9 7.6% 3 4.6% 

80 代 0 0.0% 1 1.9% 1 0.8% 2 3.1% 

計 9 100.0% 52 100.0% 118 100.0% 65 100.0% 

 

 【説明】 

  アンケート項目３及びアンケート項目９の回答から作成した。債務額が３
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０００万円未満の場合の年代別構成比である。アンケート項目３で「不明」

であったものは，除いている。 

 

 【考察】 

  ５００万円以上の債務額について見ると，高額になるにつれて，３０代・

４０代の占める割合が増加し，逆に５０代以降（８０代を除く）が占める割

合は減少している。 
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第１３【アンケート項目１０】 不動産の資産額 

 物上保証人名義の場合を含めて回答してもらった。１万円未満の金額は切り

捨てで回答がなされた。 

 グラフ１３ 

 
 

 不動産無し又は０   ２９件（１０．８％） 

 １～２９９万円   １１４件（４２．５％） 

 ３００～４９９万円  ５７件（２１．２％） 

 ５００～９９９万円  ３０件（１１．１％） 

 １０００～１４９９万円 ５件（ １．９％） 

 １５００～２０００万円 ４件（ １．５％） 

 ２０００～４９９９万円 ２件（ ０．７％） 

 ５０００万円以上    ２件（ ０．７％） 

 未定又は不明     ２５件（ ９．３％） 

 

 平均額 ４５６万円 

  ※ 「不動産無し又は０」２９件及び「未定又は不明」２５件を除いた２

１４件を総数として算定。  

 

 【説明】 

 未定又は不明の回答は，不動産を処分して債権者に弁済しその処分対価を超

える債務は免除される弁済計画の場合や，地方自治体による買取りが予定され
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ているため，不動産の価格を査定していない場合も含んでいる。 

 【考察】 

 不動産の価格が１～２９９万円の場合が４２．４％に上っている。平均額を

債務額と比較しても相当に低額であるのは，当該不動産が津波による被害に遭

ったことにより不動産の価値が震災前よりも大幅に低い金額で査定されている

ことが大きな要因であると考えられる。 

 従前の不動産を債務者が確保するためには，不動産鑑定に基づく公正価額相

当額の弁済が必要となるところ，その査定額が被災者にとって弁済可能な額に

とどまったことが，公正価額弁済型の成立事例において，債務整理の成立を促

進する方向に働いたものと推察される。 
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第１４ 【アンケート項目１１】不動産以外の財産の資産額 

 不動産以外の財産，つまり現金，預貯金や保険の解約返戻金等である。自由

財産部分は控除されていない金額である。退職金は８分の１で算定されてお

り，自動車は購入価格が２００万円を超える場合に限り，２００万円を超える

額が含まれている。１万円未満の金額は切り捨てで回答がなされた。 

 グラフ１４ 

 
 

 １００万円以下       ４６件（１７．１６％） 

 １０１～３００万円     ５５件（２０．５２％） 

 ３０１～５００万円     ４１件（１５．３０％） 

 ５０１～８００万円     ５４件（２０．１５％） 

 ８０１～１０００万円    ２０件（ ７．４６％） 

 １００１万円～１５００万円 ４０件（１４．９２％） 

 １５０１万円～２０００万円  ７件（ ２．６１％） 

 ２００１万円以上       ５件（ １．８９％） 

 

 平均金額 ５７５万円 

 

【考察】 

 １００万円未満，３００万円以下という人も多いが，１０００万円を超える

資産額を有している人も少なくない。被災者生活再建支援金，義援金，地震保

険金等が入ってきたことにより，震災前よりも現預金を有している人が多いよ
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うに思われる。自由財産としては，５００万円の枠に加えて，これとは別に，

被災者生活再建支援金，義援金，家財保険金（２５０万円まで）等を手元に残

すことができるので，被災者としては，現預金等の財産が手元にある間に，速

やかに，私的整理ガイドラインによる債務整理を行うことが利益に適う。 
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第１５ 【アンケート項目１２】 不動産以外による弁済額 

１ 不動産以外による弁済額 

  不動産を換価したことによる弁済額や，不動産を保有する際の不動産価値

分の弁済額は，これに含まれていない。不動産に関することとは別に債権者

に弁済した額である。１万円未満の金額は切り捨てで回答がなされた。 

 グラフ１５ 

 
  ※グラフ１５では，「不明」５件の分は含まれていない。 

 

 ０円           １７０件（６４．６％） 

 １００万円未満       ２７件（１０．３％） 

 １００～２９９万円     ２４件（ ９．１％） 

 ３００～４９９万円     １５件（ ５．７％） 

 ５００～９９９万円     ２０件（ ７．６％） 

 １０００万円～１５００万円  ７件（ ２．６％） 

 不明             ５件 

※ パーセンテージは，不明の場合を除いた２６３件を総数として算定。 

 

  平均金額 １２７万円 

※ 不明の場合を除いた２６３件を総数として算定。 

 

【説明】 

 「不動産以外による弁済額」として入力された金額に不動産による弁済額が
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含まれていると思われ「不動産以外による弁済額」が不明な場合や，明らかな

誤記の場合には，「不明」とした。 

 

【考察】 

 ６４．６％の人が不動産以外には全く弁済をせずに債務免除を受けていた。

また，弁済額が１００万円未満の人が１０．３％，１００～２９９万円の人が

９．１％であり，これらを合わせると８４％となる。不動産以外による弁済額

は，多くの人はそれほど高額ではなかったといえよう。 

 担保を有していない債権者（住宅ローン以外の債権者）について全く弁済を

することなく全額免除になったケースも報告されており，不動産以外には全く

弁済をしなかった場合の中には，そのようなケースも相当数含まれていると考

えられる。 
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２ 債務免除額 

 不動産については自由財産にはならないので，不動産の資産額は，換価処

分か公正価格の弁済により，必ず弁済することになる。 

 したがって，アンケート項目９の債務額から，不動産の資産額（アンケー

ト項目１０）及び不動産以外による弁済額（アンケート項目１１）を控除す

ることで，債務免除額を算定することができる。 

 グラフ１６ 

 
※ グラフ１６では，「不明」３４件を除いている。 

 

 ３００万円未満       １８件（ ７．７％） 

 ３００～４９９万円     １９件（ ８．１％） 

 ５００～９９９万円     ６５件（２７．８％） 

 １０００～１４９９万円   ６０件（２５．６％） 

 １５００万円～１９９９万円 ３７件（１５．８％） 

 ２０００万円～２９９９万円 ２７件（１１．５％） 

 ３０００万円～４９９９万円  ５件（ ２．１％） 

 ５０００万円以上       ３件（ １．３％） 

 不明            ３４件 

※ パーセンテージは，不明の場合を除いた２３４件を総数として算定。 

  

 平均債務免除額 １３５９万円 

※ 不明の場合を除いた２３４件を総数として算定。 
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【説明】 

 上記１３で述べたとおり，不動産価格の査定をしていない等の理由で不動産

の資産額が不明である場合や，上述の算定式で算定。場合に債務免除額がマイ

ナスになってしまう場合等は，債務免除額を「不明」とした。 

 最低額は３４万円，最高額は２億０６８３万円であった。 
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 ３ 手元に残すことができた財産の額 

 アンケート項目１１の不動産以外の財産の資産額から不動産以外による弁

済額（アンケート項目１２）を控除すると，債務整理成立により債務者の手

元に残すことができた財産の額を算定することができる。 

 グラフ１７ 

 
※ グラフ１７には「不明」８件の場合を含んでいない。 

 

１００万円以下       ５３件（２０．４％） 

 １０１～３００万円     ５４件（２０．７％） 

 ３０１～５００万円     ４８件（１８．５％） 

 ５０１～８００万円     ６６件（２５．４％） 

 ８０１～１０００万円    ２０件（ ７．７％） 

 １００１万円～１５００万円 １４件（ ５．４％） 

 １５０１万円～２０００万円  ４件（ １．５％） 

 ２００１万円以上       １件（ ０．４％） 

 不明             ８件 

※ パーセンテージは，不明の場合を除いた２６０件を総数として算定。 

 

 平均金額 ４５２万円 

※ 不明の場合を除いた２６０件を総数として算定。 

 

 【説明】 
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不動産以外による弁済額が不明である場合（上記１参照）や，誤記である

と思われる場合等は，「不明」とした。 

最高額は，２８５３万円であった。 

 

 【考察】 

  ５００万円の自由財産だけではなく，義援金・被災者生活再建支援金等の

差押禁止財産が弁済の対象とならなかったため，５００万円を超える財産を

手元に残すことができた場合が，４０．４％であった。 

  １０００万円を超える自由財産が認められた１９件中１０件で私的義援金

（地方自治体から配分されたもの以外の知人，勤務先等からの私的な義援

金，見舞金）が自由財産として認められており，その金額は，８５万円，９

１万円，２３９万円，２７６万円，３００万円，３００万円，３２０万円，

４１１万円，４２０万円，５７０万円であった。このように，多額の私的義

援金が５００万円とは別枠の自由財産として認められたことも，手元に残る

財産額を押し上げた要因と考えられる。 
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第１６ 【アンケート項目１３】残すことができた財産が５００万円超の場合

その理由 

 自由財産の枠は５００万円であったが，不動産以外で５００万円を超える財

産が残すことができた場合のその理由について回答してもらった（複数回答可

能）。 

 グラフ１８ 

 

 
 

【説明】 

 グラフ１８では，５００万円を超える財産を手元に残すことができた理由と

なった財産として回答があったもののうち，複数回答が寄せられたものを挙げ

ている。 

 連帯債務者の別世帯加算とは，私的整理ガイドライン運用上，申出人が連帯

債務者である場合には，連帯債務者合算で５００万円が原則であったが，個別

事情により増額されることもあったものである（運用規準９）。９９万円の増

額３件と３３万円の増額１件が報告されている。 

 回答数が一つであった回答内容は，以下のとおりである。 

 見舞共済金，共催組合支給の災害見舞金，全労済支給の災害見舞金，震災後

に住宅資金として贈与された父からの金員，日赤等義援金，災害援護資金貸付

金，小規模企業共済，労災遺族支給金，遺族年金，震災遺児奨学金，事業資産

（民事執行法１３１条により差押禁止）。 
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【考察】 

 ５００万円を超える財産を手元に残すことができた理由としては，義援金，

被災者生活再建支援金等の差押禁止財産が最も多い。 

ただ，私的義援金，震災後購入自動車等は，差押禁止財産ではなく，ガイド

ライン運営委員会の運用によって５００万円枠とは別枠の自由財産に含まれて

いた。私的義援金（地方自治体から配分されたもの以外の知人，勤務先等から

の私的な義援金，見舞金）は，特段の理由がなくとも，５００万円枠とは別枠

の自由財産とする運用だったと考えられる。また，震災後購入自動車は，アン

ケートでは，「自動車２台が被災し，家族状況に鑑み２台分について別枠自由

財産とされた」という回答が寄せられており，被災状況を勘案して自由財産と

されていたようである。 

震災遺児奨学金については，「厳密には差押禁止財産ではないが，震災遺児

向けの奨学金等も制度趣旨から別枠自由財産として認められた」という回答が

寄せられている。私的整理ガイドラインにおいては，ガイドライン運営委員会

が各債務者から提出される私的整理ガイドラインの弁済計画案をチェックして

おり，ガイドライン運営委員会が私的整理ガイドラインに則っていると認めな

ければ債務整理は成立しなかった。自由財産と認められた財産の中には定型的

に認められるもの以外のものが入っているが，どのような財産を自由財産にす

るかについて，ガイドライン運営委員会は，単に差押禁止財産に当たるか否か

だけではなく，諸般の事情を考慮して決定していたと考えられる。傾向として

は，災害に起因して受領した金員や，被災者の生活再建等の支援という趣旨で

受領した金員については，柔軟に５００万円枠とは別枠の自由財産とされてい

たといえる。 
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第１７ 【アンケート項目１４】年収合計が７３０万円以上か 

 私的整理ガイドラインでは，「事業性債務を負担する場合を除いて，震災後

の年収が７３０万円以上の債務者については，特段の事情がないかぎり，支払

不能要件を満たさないものとする。」（運用規準１）という運用であった。 

 そして，「支払能力の判断にあたっての「年収」は，直近１年間の年収額

（手取り年収ではなく額面（税込）年収）とする。」（運用規準２），「連帯債務

者及び生計を一にする配偶者（連帯債務者または連帯保証人になっているかど

うかを問わない）の年収は上記の年収に加算するが，パートや失業保険受給者

などの収入は加算しない。」（運用規準３）とされていた。 

 そこで，債務者と配偶者の年収合計（額面額）が７３０万円以上であるかに

ついて，回答してもらった。 

 グラフ１９ 

 
 ※グラフ１９には「不明」６件を含んでいない。 

 

 ７３０万円以上   ２件（ １％） 

 ７３０万円未満 ２６０件（９９％） 

 不明        ６件 

※ パーセンテージは不明６件を除いた総数２６２件で算定している。 

 

【考察】 

 年収７３０万円以上の案件は２件しかなかった。私的整理ガイドラインの運

用では，最初にガイドライン運営委員会が債務者から事情を聴取し，その後，

1%

99%

年収が７３０万円以上か

７３０万円以上

７３０万円未満
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私的整理ガイドラインを適用できると考えた債務者のみに登録専門家が委嘱さ

れるということになっていた。年収７３０万円以上で私的整理ガイドラインを

利用できた人がほとんどいないのは，年収７３０万円の要件をガイドライン運

営委員会が厳格に解釈しており，「特段の事情」が認められるべき事案を限定

しすぎていたためではないかと考えられる。 

 

第１８ 【アンケート項目１５】年収が７３０万円以上の年収額 

 アンケート項目１４で年収合計（額面額）が７３０万円以上の回答をした場

合について，年収合計が７３０万円以上の場合の年収額を回答してもらった。 

 回答結果は，７３９万円，７４６万円であった。 

 

第１９ 【アンケート項目１６】年収合計が７３０万円以上であるのにガイド

ラインを利用できた理由 

 アンケート項目１４で年収合計（額面額）が７３０万円以上の回答をした場

合について，年収合計が７３０万円以上の場合であるのに，私的整理ガイドラ

インを利用できた理由を回答してもらった。 

 回答は， 

 ・退職することが確実であり，退職後の収入では支払不能となるため。 

 ・ガイドライン運営委員会が，原則的な弁済額よりも多めに弁済をさせる扱

いをしたため。 

であった。 
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第２０ 【アンケート項目１７】住宅ローン返済額及び将来の住居費が年収の

４０％を超えているか。 

 私的整理ガイドラインでは，「ガイドライン手続開始に先立つ，支払不能要

件の判定にあたっては，既存の住宅ローン年間返済額と将来の住居費負担の合

計が年収の４０％を超える場合は支払不能として扱うが，特段の事情（年収の

多寡，債務者の年齢及び家族構成その他の事情を総合的に勘案するものとす

る。）があるときは４０％未満の場合でも支払不能として取扱うことができ

る」（運用規準４）という運用であった。 

 そして，「将来の住居費負担額は月８万円として算出するが，近い将来にお

ける再築計画のために必要である，世帯の人数などの事情によって増減するこ

とができる」（運用規準５）とされていた。 

 そこで，「震災前の年間ローン返済額に将来の住居費（年９６万円）を足し

た金額と，震災後の債務者と配偶者の年収合計（額面額）を比較して，前者が

後者の４０％を超えているか」という点を回答してもらった。 

 グラフ２０ 

 
※ グラフ２０には「不明」１３件は含まれていない。 

 

 ４０％を超えている  ２３５件（９２％） 

 ４０％を超えていない  ２０件（ ８％） 

 不明          １３件 

※ パーセンテージは，不明１３件を除く総数２５５として算定。 

 

92%

8%

住宅ローン返済額等が年収の４０％を超
えているか

４０％を超えている

４０％を超えていない
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 【考察】 

  アンケート項目１４と比較すると，支払不能要件のうち，年収７３０万円

未満という要件と住宅ローン返済額等の住居費用が年収の４０％を超えてい

るかという要件では，住居費用が年収の４０％超という要件の方が緩やかに

運用されていたことがわかる。 
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第２１ 【アンケート項目１８】住居費用が年収の４０％を超えていない場合

のパーセンテージ 

 アンケート項目１７で，震災前の年間ローン返済額に将来の住居費（年９６

万円）を足した金額と，震災後の債務者と配偶者の年収合計（額面額）を比較

して，前者が後者の４０％を超えていないと回答した事案について，そのパー

センテージを回答してもらった。入力は％単位で，小数点第２位を四捨五入し

て小数点第１位までの回答とした。 

 

 グラフ２１ 

 
 

 ３０％以下    ４件 

 ３０．１～３２％ ２件 

 ３２．１～３４％ ４件 

 ３４．１～３６％ ３件 

 ３６．１～３８％ ３件 

 ３８．１～４０％ ４件 

 

 【考察】 

 ４０％を超えていない場合のパーセンテージは，最低で２８．６％であっ

た。２８．６％～４０％の間では，あまりばらつきはなく成立事例が認められ

た。 

 

4

2

4

3 3

4

0

1

2

3

4

5

３０％以下 ３２％以下 ３４％以下 ３６％以下 ３８％以下 ４０％以下

４０％を超えていない場合のパーセンテージ
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第２２ 【アンケート項目１９】住居費用が年収の４０％を超えていないのに

ガイドラインを利用できた理由 

 アンケート項目１７で，震災前の年間ローン返済額に将来の住居費（年９６

万円）を足した金額と，震災後の債務者と配偶者の年収合計（額面額）を比較

して，前者が後者の４０％を超えていないと回答した事案について，ローン返

済額等の住居費用が年収の４０％を超えていないのにガイドラインを利用でき

た理由を回答してもらった。 

 回答は，「不明」とした回答を除いて， 

 ・退職することが確実であり，退職後の収入では支払不能となるため。 

 ・住居再建のため新たに住宅ローンを組む必要があったことが考慮された。 

 ・夫は単身赴任で且つ収支が分離していた。 

 ・定年まで１０年であり，将来的に支払不能となる可能性が高い。 

 ・弁済額を約３００万円上乗せした。 

 ・形式的には超えていないが，ほぼ４０％に近い（３９．５％の事案） 

 ・子が３名 

 ・競輪選手。震災起因の心身症，練習施設被災により成績下落，収入減少が

続く。その他諸事情を総合考慮。 

 ・自宅が全壊し，隣接地の両親自宅も流失するなど，生活再建が極めて困難

な状況にあったため 

であった。 

 住宅ローン返済額等の住居費用が年収の２６．８％の案件では，弁済額を約

３００万円上乗せさせることにより，債務整理が成立していた。他方で，それ

以外の案件では，弁済額の上乗せはなく，運用規準４の「特段の事情」が認め

られていたようである。３０％台の案件については，将来の収入減少の見込

み，世帯の人数や被災状況・生活状況を考慮して「特段の事情」が認められ，

２０％台の事案でも，一定額の上乗せ弁済を加味して「特段の事情」が認めら

れた事案があった。 
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第２３ 【アンケート項目２０】その他特殊事情 

 その他，特殊事情があれば，回答してもらった。以下では，回答が重複して

いるものを除いて，列挙する。「※注」の部分は，当報告書の作成者が注記し

たものである。 

 ・テールヘビー（支払６０回目に，更に２年間で分割弁済をするとの合意を

予定。） 

 ・登録専門家を紹介される前提として，弁済計画案について１２１４万円以

上を支払うとの同意書をガイドライン運営委員会からとられていた事案。

そのため，申出人について，１２１４万円＋不動産価額相当分の支払を余

儀なくされた（弁護士会等にも協力していただき，前記同意書どおりの支

払をすべきではないとの協議を行ったが，前記同意書どおりにするか，不

成立にするか，という事態になったため，やむなく１２１４万円以上を支

払うとの内容で成立させた。）。本来であれば，不動産以外は殆どが自由財

産の範囲内と考えられるため，非常に納得のいかない事案である。 

 ・連帯保証人が亡くなったため，申出人以外の連帯保証人につき相続放棄を

行った。 

・日本学生支援機構に対しても既往債務が存した（主債務者：申出人の子，

連帯保証人：申出人）が，日本学生支援機構が私的整理ガイドラインの適

用を不同意にしたため，他の住宅ローン債権者から，日本学生支援機構を

対象債権者から外すことについて同意をもらった上で，手続を進めたとい

う経緯がある。 

・５００万円の自由財産の範囲外だったが，債務者の希望で一般債権者であ

る教育ローンについて，せめてということで５万円払うことにした（住宅

ローンは買取対象地区で売れ払い）。 

・５００万円枠確立前の初期事案（※注・不動産以外の資産額が２６３万円

であるのに，不動産以外から８０万円を弁済した事案） 

 ・５年間の分割弁済（初回１３３万円，２～５９回目５万円，最終回３１０

万円） 

 ・アパートローン３棟分，それぞれに連帯債務者が異なるため５名同時申

出。自由財産につき別世帯加算あり。 

 ・アパート経営に関する多額のローンのため，債務残高が多額だったが，ガ

イドラインの規定どおりの取り扱いがされ，大幅な減額が実現した。 

 ・ガイドライン運営委員会の担当者が案件を滞留させたため，ガイドライン

運営委員会からは，丁寧な対応を求められた。 

・連帯保証人３名のうち１名は，被災者ではなかったが，収入状況等から保

証人としての責任を負うことなく整理出来た。 
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・震災後に購入した事業用（床屋）の什器備品についても，全て自由財産と

して扱ってもらうことが出来た。 

・テールヘビー弁済計画にて成立（分割弁済とした場合は約８年） 

・リフォーム後不動産残し。テールヘビーのバルーン計画条項で合意。６０

回弁済で５９回弁済した時点で不動産価値を超える債務は免除。 

・委員会内部でも議論のあった，ある種意欲的な処理をした案件（※注・本

来利用できないはずであるのに利用させた一方で，原則的な弁済額よりも

多めに弁済させる扱いをした事案）。 

・一度はガイドライン運営委員会より要件不充足として取下勧告を受けた事

案。 

・義援金，生活再建支援金除くと５００万円以下だったが，５０万円を震災

後に貸し付けていたことから，その５０万円のみ配当原資とした。 

・厳密には差押禁止財産ではないが，震災遺児向けの奨学金等も制度趣旨か

ら別枠自由財産として認められた。 

・公務員の共済組合が債権者であったが，債務整理が成立した。 

・債権者に大手信販会社がいたが債務整理が成立した。 

・債権者の中に日本郵政共済組合があり，同社は計画案に不同意意見を述べ

た（同組合を除く債権者との間で成立させた）。 

・債務のうち住宅ローンのみ息子との連帯債務であり，息子に収入があるた

め，住宅ローンのみはずして申出を行った。 

・夫婦でそれぞれローンの主債務者且つ連帯保証人だった。また，夫名義の

預貯金等はほとんどなかった（義援金等も妻が受領）。 

・自宅は被災せず。アパート経営者でアパートが被災し，そのローンが減免

の対象となった。震災後，親族に地震保険の給付金１０００万円を移動さ

せていたため，同額の弁済が必要となった。 

・自動車２台が被災し，家族状況に鑑み２台分について別枠自由財産とされ

た。 

・自動車ローンのみ 

・借地にアパートを建て賃料収入を得ていた。そのアパートが全壊。連帯保

証人は他県在住の娘（年収４６４万円）（※注・連帯保証人は債務免除され

た事案） 

・取引先（食堂経営）２９８万円，親族８００万円の偏頗弁済があると判断

されたため，現有資産を超える弁済計画を立てた。 

・住宅ローンのほかカードローン３社（知人に頼まれ知人に金を貸すために

借入）があったが，同カードローン 3社は対象債権者から外すべき（知人

に転貸されるための貸金だからというのがその理由）とガイドライン運営
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委員会から示唆があり，対象債権者から外した経過がある。 

・申出人は法人代表者。自宅兼法人店舗が被災（流出）。法人は別の場所に新

たな事業所を賃借して再建中。ガイドライン運営委員会からは，法人が倒

産していない中で代表者個人のローンのみを整理することは対象債権者

（住宅ローン１社のみ）の納得が得られないから取り下げるよう勧告有り

→取下げせずに進めたところ，確認報告担当弁護士を東京所在の弁護士に

委嘱。同弁護士からはガイドライン要件該当性無しとの意見が付される

（債務整理が公正でなく，誠実性もないとの理由）→ガイドラインの解釈

運用がおかしいのではないかと，東京の弁護士に確認報告担当委嘱した経

過と，同弁護士の確認報告書の内容が極めて恣意的ではないか，と申出支

援弁護士が意見書を提出。仙台弁護士会からもガイドライン運営委員会に

対し意見を述べる→マスコミでも申出人にテレビ局取材があり，復興を妨

げる運用ではないかというトーンでニュース放映される→最終的に対象債

権者は同意や成立。ガイドライン運営委員会が被災者の再建を阻害する見

解をとり，かつ，恣意的な行動を取った事案。 

・震災後に自宅を購入していた事案。購入費（約１４３７円）にその他の保

有財産（約６４２万円）の価額を加えた金額から，自由財産分及び拡張分

（約１１２４万円）を控除した金額（約９５６万円）を弁済した。 

・震災時宮城県で被災，被災不動産は自治体買上・申出前に債権者（抵当権

者）に買上金を返済（完済にならず残あり），申出人は他県に転居，転居後

申出した事案。 

・震災前に住宅ローンを若干滞納していた可能性が存したことから，債権者

Ａから同意書を受領した。また，債権者Ｂ（漁協）からの債務について

は，震災前に１度リスケをしている可能性が存することから，念のために

同意書を受領しようとした。そうしたところ，Ｂは，申出人及び連帯保証

人がいずれも出資金を弁済に充てることを条件に，同意書を出すとの回答

をしてきた。しかしながら，連帯保証人が非協力的な態度を示し続けたた

め，申出人の出資金のみで弁済を行うことにより，同意書を受領する方向

で手続を進めた。 

・全て事業性ローン。 

・当初支払不能要件を充さないとされていたが，震災後２年半経過後に退職

したところ，震災起因性のある失業として，支払不能要件を充たすものと

判断された事例 

・当初震災後の減収がなく適用不可とされていたが，家業の漁業による減収

が認められるとして制度の適用を受けた。 

・当初連帯保証人の免除について債権者から不同意意見あり（※注・連帯保
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証人は債務免除された事案） 

・不動産は２つあり，債務者の自宅（被災）と債務者の父居住の家（被災な

し），後者を公正な価格の分割返済により残した。 

・不動産は売れ払いとしたが，連帯保証人の担保不動産については公正価格

に満つるまで申出人の事業収入から分割払いで支払。 

・不動産以外による弁済は，退職金との相殺による。 

・不動産鑑定士による不動産の査定結果は６９万円とされたが，買上代金未

定として処理された事案。 

・震災前に若干の遅滞が見られたが，いずれも口座への入金の失念という理

由で問題なく処理された。 

・夫の別債務の保証人でもあり，保証履行に関する調査も行ったが，特に問

題なく成立した。 

・夫婦の預貯金等自由財産合計５００万円のうち債務者（夫）４００万円，

妻１００万円に振り分け 

・保証人は，東京在住で安定・高収入（※注・保証人が免除されていない事

案） 

・本人の年齢（７０）や収入（夫婦年金で２１９万円）を考慮して，不動産

の査定額１０３万円を５年６０回，１ヶ月１万７１６７円ずつ払い完済す

れば担保解除し，残債免除ということで債権者（住宅金融支援機構）と合

意した。 

・連帯保証人（父）が受領していた家財保険金６５０万円のうち４００万円

を主債務者の弁済額とは別に弁済するようにガイドライン運営委員会から

求められ，その内容で成立（※注・連帯保証人が一部債務免除の事案） 
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第２４ まとめ 

本アンケートは，私的整理ガイドラインの実情を統計的に把握したものとし

ては初めてのものである。本アンケートから明らかとなった特徴的な点とし

て，以下の３点が挙げられる。 

 まず，①連帯保証人がいた事案の９７％で連帯保証人が債務免除されてい

た。債務免除がされなかった３件のうち１件は，連帯保証人の負担は債務の一

部のみで残部は免除された。連帯保証人が免除されなかったケースは，被災地

外におりかつ安定・高収入を得ていたケース，６５０万円という多額の家財保

険金を保証人が受領しその一部弁済原資に充てたケース等というごく例外的な

場合であり，それ以外の事案ではほぼ全件が免除されていた。連帯保証人が被

災した場合には９９％免除されており（免除されなかった１件も一部免除の事

案），連帯保証人が被災していない場合でも８７％が免除されていた。連帯保

証人が被災した場合でも，大多数の場合は免除されており，連帯保証人の被災

の有無によって連帯保証人の免除の有無が決められていたわけではない。連帯

保証人の免除という点については，私的整理ガイドラインは，被災者の生活や

事業の再建を支援するという被災者支援の制度趣旨に沿った運用がなされてい

たと評価できる。 

 次に，②平均債務免除額が１３５９万円，被災者が手元に残すことができた

財産額の平均が４５２万円であった。「一定の財産を手元に残したまま債務免

除を受けることができる」という制度の利点が統計上も裏付けられた。私的整

理ガイドラインでは，５００万円の枠とは別枠で，義援金，被災者生活再建支

援金等の差押禁止財産等が自由財産とされており，５００万円を超える財産を

手元に残すことができた場合が，４０．４％であった。私的義援金（地方自治

体から配分されたもの以外の知人，勤務先等からの私的な義援金，見舞金）が

５００万円とは別枠で自由財産とされたケースが３４件報告されており，私的

義援金は，特段の理由がなくとも，５００万円枠とは別枠の自由財産とする運

用であったと考えられる。震災遺児奨学金についても，「厳密には差押禁止財

産ではないが，震災遺児向けの奨学金等も制度趣旨から別枠自由財産として認

められた」という回答が寄せられている。傾向としては，災害に起因して受領

した金員や，被災者の生活再建等の趣旨で受領した金員については，柔軟に５

００万円枠とは別枠の自由財産とされていたといえる。 

 他方で，③年収７３０万円以上で私的整理ガイドラインを利用できた人は

１％に過ぎなかった。支払不能要件を検討する上での基準である，年収７３０

万円未満という要件と住宅ローン返済額等の住居費用が年収の４０％を超えて

いるかという要件では，住居費用が年収の４０％超という要件の方が緩やかに

運用されていたことも明らかとなった。私的整理ガイドラインの運用では，最
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初にガイドライン運営委員会が債務者から事情を聴取し，同委員会がガイドラ

インを適用できると考えた債務者のみに登録専門家が委嘱されるということに

なっていた。年収７３０万円以上で私的整理ガイドラインを利用できた人がほ

とんどいないのは，年収７３０万円未満の基準をガイドライン運営委員会が厳

格に解釈しており，「特段の事情」が認められるべき事案を限定しすぎていた

ためではないかと考えられる。被災者の生活や事業の再建を支援するという制

度趣旨に照らすと，ガイドライン運営委員会が上記年収を一律に適用するので

はなく，家族構成，既往債務額などの被災者が置かれている状況等により，救

済を受けられる債務者の範囲の拡大が今後の課題である。 

 

 以上 


