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はじめに 

 

「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」 

「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「ガイドラ

イン」という。）は、災害救助法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、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私的整理制度である。

法的整理と比べると、信用情報に登録されないなどの特長がある。 

 

本報告書の利用方法 

１ 被災者及び登録支援専門家が、ガイドライン手続の進め方の参考とする。 

２ 登録支援専門家が本報告書を参考に債権者等に情報提供を行うことにより、

各関係者との交渉等を円滑に進め、被災者の生活再建支援というガイドライ

ンの趣旨に沿った債務整理を実現するための参考とする。 

３ ガイドラインの手続運用状況及び特長を周知し、会員及び被災者のガイド

ライン利用を促進する。 

 

アンケート結果の特徴的な点 

本アンケートから明らかとなった特筆すべき点は、以下のとおりである（末尾

の「まとめ」に詳述。）。 

① 登録支援専門家委嘱から手続終了日までの日数 

登録支援専門家委嘱から手続終了日までの日数について、成立事案におけ

る中央値は３７６日であった。手続期間の短縮が今後の課題である。 

② 支払不能要件について 

支払不能要件を検討するための「年収７３０万円未満」及び「債務者の年

収に対する年間ローン返済額等が４０％超」という基準について、例外的な

扱いが認められた場合の具体的事情が報告された。 

③ 不動産以外の資産を全く弁済しない事案について 

成立事案について、不動産以外の資産を全く弁済しない事案が、約半数（５

２．０％）であった。不動産を含めて全く弁済しない事案（いわゆるゼロ弁

済）も、９件報告された。 

④ 債務免除額について 

成立事案において、５００万円以上の債務免除を受けた人の割合は７６．

４％であり、法的整理に比べてガイドラインによる債務整理について債務者

のメリットが相対的に大きいことが明らかになった。 

⑤ 弁済期間が５年超の場合 
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成立事案において、弁済期間を５年超とするものが１６件、弁済期間を１

０年以上とするものも９件報告されており、最長は２２年とするものが報告

された。 

⑥ 保証債務について 

債務者に保証人がいた成立事案では、その大多数（９２．８％）において、

保証債務が免除（一部免除を含む）されるか又は債権者から請求しない対応

がとられていることが明らかになった。 

⑦ ２０万円以上の債権者を対象債権者から除外した事案について 

２０万円以上の債権者を対象債権者から除外した事案について、その理

由・事情が報告された。 

特に、上記②、⑤、⑦の例外的取扱いの具体的事情について、実務上の参考に

されたい。 

以上 
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アンケートの目的及び方法 

 

アンケートの目的 

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、登録支援専門

家及びその経験者から収集し、分析・発表することで、現在及び将来の登録支援

専門家がこれを活用し、手続の安定した運用を図ると共に、ガイドラインの目的

でもある被災者の生活再建支援の一助とする目的で、本アンケートを実施した。 

 

アンケートの方法 

 ２０２１年４月２２日から同年７月１５日にかけて、弁護士会等を通じて登

録専門家及びその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、ウェブ入力フォームを用いる方法で行った。 

 なお、このアンケートは、災害救助法が適用された自然災害に係るガイドライ

ン（いわゆる本則）による債務整理を対象としており、「『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』を新型コロナウイルス感染症に適用する場

合の特則」による債務整理は対象としていない。 

 

総回答数 

 アンケートの総回答数は、１５２件であった。このうち債務整理成立件数は、

１２４件であった。 

 ２０２１年６月３０日時点でのガイドラインの債務整理の委嘱件数（本則の

み）は１１８９件、成立件数は５５６件であるので、委嘱総数の約１３％、成立

総数の約２２％について回答がされたことになる。 
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アンケート結果 

 

第１ 債務者が被災した災害 

 

グラフ１ 

 

   

１ 平成２８年熊本地方の地震 １１６件（７６．３％） 

２ 平成３０年７月豪雨による災害（西日本豪雨）１３件（８．５％） 

３ 令和元年台風１９号に伴う災害 １１件（７．２％） 

４ 令和２年７月３日からの大雨による災害 ５件（３．２％） 

５ 平成３０年大阪府北部地震を震源とする地震 ２件（１．３％） 

６ 平成３０年北海道胆振地方中東部を震源とする地震 ２件（１．３％） 

７ 平成２７年台風１８号 ２件（１．３％） 

８ 令和元年台風１５号による災害 １件（０．６％） 

 

回答総数 １５２件 

 

【説明】 

全体の約７６％が平成２８年熊本地方の地震についての回答である。 

76%

9%

7%

3%
5%

債務者が被災した災害

平成２８年熊本地方の地震

平成３０年７月豪雨による
災害（西日本豪雨）
令和元年台風１９号に伴う
災害
令和２年７月３日からの大
雨による災害
その他
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第２ 債務者の年齢 

 

グラフ２ 

 
 ※上記グラフには「不明」（１件）は含まれていない。 

 

 １ ２０代  ２件（ １．３％） 

 ２ ３０代 ３５件（２３．３％） 

 ３ ４０代 ４７件（３１．３％） 

 ４ ５０代 ３９件（２６．０％） 

 ５ ６０代 ２１件（１４．０％） 

 ６ ７０代  ５件（ ３．３％） 

 ７ ８０代  １件（ ０．６％） 

 ８ 不明   １件 

 

回答総数 １５１件 

 

【考察】 

３０代～５０代の合計が約８０％を占めていた。住宅ローンを負うなど、いわ

ゆる働き盛りの現役世代の債務者が多い。 

 

  

２０代
1%

３０代
23%

４０代
31%

５０代
26%

６０代
14%

７０代
4%

８０代
1%

債務者の年齢

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

８０代
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第３ 債務者の属性 

 

グラフ３ 

 
※ 上記グラフには「その他」（３件）は含まれていない。 

 

 １ 給与所得者 １０８件（７２．９％） 

 ２ 個人事業主  ２７件（１８．２％） 

 ３ 無職     １３件（ ８．７％） 

 ４ その他     ３件 

 

回答総数 １５１件 

 

【考察】 

給与所得者の利用が多い。住宅ローンを負ってその減免を求める場合が多い

と思われる。 

 

  

給与所得者
73%

個人事業主
18%

無職
9%

債務者の属性

給与所得者

個人事業主

無職
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第４ 債務者の自宅建物の被災状況 

 

グラフ４ 

 
※ 上記グラフには「その他」（５件）は含まれていない。 

 

１ 全壊    ６８件（４６．８％） 

２ 大規模半壊 ２２件（１５．１％） 

３ 中規模半壊  １件 （０．６％） 

４ 半壊    ３１件（２１．３％） 

５ 一部損壊  １５件（１０．３％） 

６ 被害なし   ８件 （５．５％） 

７ その他 ５件（例えば、建設中、太陽光発電装置が損壊など） 

 

回答総数 １５０件 

 

【考察】 

全壊の事案が約４７％、半壊以上の事案が約８４％である一方、自宅に被害が

ない事案は５．５％に過ぎず、債務者の大多数が自宅に被害を受けていた。 

 

 

 

 

全壊
47%

大規模半壊
15%

中規模半壊
1%

半壊
21%

一部損壊
10%

被害なし 6%

債務者の自宅建物の被災状況
全壊

大規模半壊

中規模半壊

半壊

一部損壊

被害なし
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第５ 登録支援専門家委嘱から手続終了日までの日数 

○ 成立事案１１８件について 

 最短  １４０日 

 最長 １３７５日 

 平均  ４５２日 

 中央値 ３７６日 

 

○ 取下事案２２件について 

 最短   ２１日 

 最長  ６４５日 

 平均  １４２日 

 中央値  ９０日 

 

【考察】 

成立事案の手続所要期間については、中央値が３７６日で、最短でも１４０日

を要していることから、債務整理成立までかなりの時間を要している印象であ

る。また、取下事案でも、最短では２１日であるが、中央値は９０日となってい

る。 

また、ガイドラインは、債務整理開始の申出から６か月以内に調停申立てを行

うことが想定されているが（ガイドライン第６項（５）①）、成立事案の中央値

で３７６日であることからすれば、制度の想定よりも時間がかかっている場合

が多いことが窺われる。他方で、多くの事案で、債務整理の終了日や調停条項案

の提出期限の延長について、債権者の同意が得られていることが窺われる。 

手続終了までの期間の短縮が、今後の課題である。 

また、この実情を踏まえると、登録支援専門家から債務者へ手続の所要期間の目

安を説明する場合等では、債務整理成立までに実際にこの程度の時間を要する

ことを説明した方が良いと思われる。 
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第６ 手続終了まで１年以上を要した理由 

 手続終了まで１年以上を要した事案について、その理由（事情）を尋ねた。以

下に回答の一部を紹介する。 

 

１ 債権者側の事情 

・消費者金融について、地震前から未払いがあったため、災害起因性が争われ、

過去の未払と地震後の経済状況が根本的に異なることなど、災害起因性を認

めてもらうのに苦慮した。 

・不動産の公正価額について、不動産鑑定士の鑑定書があったにもかかわらず争

われたため、鑑定書の追加意見書や周辺の不動産の価格調査を行うなどして、

公正価格を理解してもらうことに苦慮した。 

・５年間での返済の見通しが立たず、当初債権者が５年超の返済計画に応じない

と頑なだったので、その説得に苦慮した。 

・信用保証協会が調停条項の検討に時間を要したため。なお信用保証協会は県と

の協議に時間を要したとのことであった。 

・将来の詳細な事業計画を求められるなどしたため。 

・債権者の言い分（不動産公正価額の早期売却修正に応じない、調停条項の文言

削除要求）がガイドラインの趣旨から逸脱していると思われたため、協議が平

行線となることが多く、調整に時間を要した。 

・年収要件等をクリアするのに債権者との間で複数回書面のやりとりをした。 

・最大債権者の代位弁済手続に時間を要した。 

・自動車ローン（所有権留保特約なし）の保証会社（代位弁済済み）との間で、

自動車の扱いについて見解が分かれ、自動車の扱いについて合意が成立する

までに時間が掛かった。 

・調停条項案に対して債権者から内諾を得た後、連帯保証人分の追加弁済を求め

られたため、調整に時間を要した。 

 

２ 債務者側の事情 

・遺産分割未了財産があることによる相続人調査。 

・債務者と連絡が取れないことや来所の約束も反故にされることが多かった。 

・不動産が多数存在したために不動産鑑定に時間を要した。 

・債務者が病気となり、打合せに時間を要した。 

・債務者において弁済計画（分割か一括か）を立てるのに時間を要した。 

・債務者の住居から登録支援専門家の事務所までが遠く、資料の準備を郵便で行

っていたが、債務者から資料が送られてくるのが遅く、準備に時間が掛かった。 

・地震のため敷地の地盤にも損傷が生じていたことから、建物を再建するかどう
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か、再建する場合の再建場所をどこにするかなどが決まるまでに時間が掛か

り、これが決まるまで返済計画を確定することができなかった。 

・途中で妻の委嘱も受けたため、夫婦の場合の要件充足性を検討するのに時間を

要した。 

・夫婦での収入が多く、支払不能要件を満たさない可能性もあったため、事前に、

債権者に意見照会をして内諾を得た上で進めたため。 

 

３ 制度の問題 

・ガイドラインを適用するために条例改正が必要だったから。 

・債権者も登録支援専門家も、手続に慣れていなかった。 

・ガイドライン研究会提示の調停条項案（参考例）について、地元金融機関と弁

護士会とで改善等協議に時間を要したため。 

 

４ その他の事情 

・マンションの建物解体及び敷地売却に時間がかかった。 
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第７ 債務者の年収額（成立事案） 

 自然災害債務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、自

然災害後の年収が７３０万円以上の債務者については、特段の事情がない限り、

支払不能要件を満たさないものとする運用がなされている。そこで、債務者の年

収額を回答してもらった。 

 以下は、債務整理成立事案の回答である。 

 

グラフ５ 

 
 ※上記グラフには「その他」（１件）は含まれていない。 

 

１ ４００万円未満        ８１件（６５．３％） 

２ ４００万円以上５００万円未満 ２１件（１６．９％） 

３ ５００万円以上６００万円未満 １１件（ ８．８％） 

４ ６００万円以上７３０万円未満  ５件（ ４．０％） 

５ ７３０万円以上８００万円未満  ２件（ １．６％） 

６ ８００万円以上９００万円未満  ２件（ １．６％） 

７ ９００万円以上１０００万円未満 ２件（ １．６％） 

８ その他             １件 

 

回答総数 １２４件 

 

【説明】 

４００万円
未満

４００万～
４９９万円

５００万～
５９９万円

６００万～
７２９万円

７３０万~７
９９万円

８００万~８
９９万円

９００万~９
９９万円

件数 81 21 11 5 2 2 2

債務者の年収額（成立事案）
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成立事案で債務者の収入が７３０万円以上のケースは、全体の約４．８％であ

った。 

 
第８ 年収７３０万円以上でもガイドラインを利用することができた事情（成

立事案） 

以下に回答の一部を紹介する。 

 

・債務者が被災の影響で精神疾患を発症し、近い将来退職する予定であったこ

と。 

・家族人数、親の介護。 

・既存の住宅ローンが２０００万円を超えており、リフォームローンを組む計

画があった。 

・配偶者が３年後に定年退職する予定であり、３年後には配偶者の年収がほぼ

０円になるという特段の事情があった。 

 

【考察】 

 債務者本人や親族の健康状態・経済状況、債務額、家族の人数、将来的な収入

減等の事情が考慮されている。 
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第９ 債務者の年収に対する災害前の年間ローン返済額に将来の住居費を加え

た金額の割合（成立事案） 

 ガイドラインでは、手続開始に先立つ支払不能要件の判定に当たって、既存の

住宅ローンの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り扱うことができる運用がなされている。 

 そして、将来の住居費負担額を月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となる世帯の人数等の事情によって増減することができ

る運用がされている。 

 そこで、「債務者の年収に対する災害前の年間ローン返済額に将来の住居費を

加えた金額の割合」を回答してもらった。 

 以下は、債務整理成立事案についての回答である。 

 

グラフ６ 

 
※ 上記グラフには「その他」（６件）は含めていない。 

 

１ ２５％未満       ５件 （４．３％） 

２ ２５％以上３０％未満  ５件 （４．３％） 

３ ３０％以上３５％未満 １１件 （９．５％） 

４ ３５％以上４０％未満  ９件 （７．８％） 

５ ４０％以上      ８５件（７３．９％） 

２５％未満 ２５~２９％ ３０~３４％ ３５~４０％ ４０％以上

件数 5 5 11 9 85

0

20

40

60

80

100

住宅ローン返済額等の年収に対する割合
（成立事案）
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６ その他         ６件 

 

回答総数 １１５件 

 

【考察】 

 返済比率４０％未満の事案は、全体の約２６％に及ぶ。「年収７３０万円未満」

の要件よりは緩やかに運用されているようである。 

 

第１０ 年収に占めるローン返済額及び将来の住居費の割合が４０％未満の状

況でガイドラインを利用することができた事情（成立事案） 

以下に回答の一部を紹介する。 

 

○ ３５％以上４０％未満の事案 

・子供２人が小学生と中学生で、今後長期間教育費が必要になること。地震保

険等に加入しておらず、自宅が大規模半壊の状態で修繕費を捻出することが

できず、転居するとしても家賃と住宅ローンを並行して支払うこともできな

い状態であったこと。 

・１０歳以下の子供が２名いた。 

・生活必需品の自動車ローンを含めると４０％を超えていること。未成年の子

が４人もいること。 

・子供が大学生１人。 

・負債総額２３００万円余り。家族構成（２歳、４歳の子ども）。 

・租税の滞納分も相当程度あり、その分も含めると４０％超えるため。 

 

○ ３０％以上３５％未満の事案 

・夫婦で連帯債務負担、子３人、家屋の修繕費や水没した車両の買い替え必要、

被災により給与収入減少。 

・配偶者が重度の精神疾患であり仕事をするのが困難である上、療養のための

経済的負担が大きいこと。 

・申立人が高齢であり、数年内に退職予定であること。その場合に返済比率が

４０％を超えること。また債権者が協力的であったこともあげられる。 

・収入が低く、年収に占めるローン返済額の割合が４０％未満であっても支払

不能。 

・小学生以下の子供３人を抱え、将来の生活費、教育費、学費が必要となるこ

と。自宅のリフォームを計画していること。妻の給与が下がる可能性がある

こと。 
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・養育費の支払いがあった。 

・妻と別居中、建物の再築の必要あり。 

・配偶者の病気や子らの教育費等。 

 

○ ２５％以上３０％未満の事案 

・自宅の修理費用として３００万円程度が見込まれていたため。 

・債権者が１社で、その債権者が了承したから。 

・住宅ローン以外の債務額を含めると４０％を超える 

・配偶者及び２人の子供に複数の持病があり、医療費だけで年間１００万円以

上かかる。 

 

○ ２５％未満の事案 

・地震なので同情的な面はあった。 

・配偶者が３年後に定年退職する予定であって３年後には配偶者の年収がほ

ぼ０円になり、その場合の割合は４０％超となる。 

・住宅ローンではなかったこと、債務額が数十万円と多くなかったこと、債務

者が難病に罹患していること。 

・定年退職後の嘱託中で、嘱託の継続見込みが不明であり、継続できなければ

収入が年金のみになるため。 

 

○ その他の事案 

・自動車ローンの一括請求を受けることとなる事情（自動車の被災）があった

ため。 

・個人事業主で、地震により店舗全壊して収入がなくなっており、支払不能で

あることが明らか（事業主で事業性ローンもあり住宅ローンの弁済比率は問

題とならない）。 

 

【考察】 

 債務者本人や親族の健康状態・経済状況、債務額、家族構成、将来的な収入減

等の事情が考慮されている。  
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第１１ 債務者の債務総額 

 

グラフ７ 

 
 

１ １００万円未満           １件 （０．６％） 

２ １００万円以上５００万円未満   ２１件（１４．１％） 

３ ５００万円以上１０００万円未満  ２９件（１９．５％） 

４ １０００万円以上２０００万円未満 ５４件（３６．４％） 

５ ２０００万円以上３０００万円未満 ２８件（１８．９％） 

６ ３０００万円以上４０００万円未満  ９件 （６．０％） 

７ ４０００万円以上５０００万円未満  ２件 （１．３％） 

８ ５０００万円以上          ４件 （２．７％） 

 

回答総数 １４８件 

 

【考察】 

債務総額が５００万円～３０００万円の債務者が、全体の約７５％に及んで

いた。 

 

  

１００万
円未満

１００万
~４９９

万円

５００万
~９９９

万円

１０００
万~１９
９９万円

２０００
万~２９
９９万円

３０００
万~３９
９９万円

４０００
万~４９
９９万円

５０００
万円~

件数 1 21 29 54 28 9 2 4

1

21
29

54

28

9
2 4

債務総額
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第１２ 債権者の属性 

 該当するものを全て選択してもらった。 

 

グラフ８ 

 
 

 １ 地方銀行       ６８件（４５．９％）※事案数に対する割合 

 ２ 信販会社       ５１件（３４．５％） 

 ３ 政府系金融機関    ４７件（３１．８％） 

 ４ 信用金庫・信用組合  ３１件（２０．９％） 

 ５ 都市銀行       １１件（ ７．４％） 

 ６ 消費者金融      １１件（ ７．４％） 

 ７ 労働金庫        ８件（ ５．４％） 

 ８ 農協・漁協       ７件（ ４．７％） 

 

回答事案数 １４８件 （回答総数 ２３４件（複数回答）） 

 

【考察】 

地方銀行が最も多かった。債権者が信販会社だけの債務者は３件に過ぎなか

ったが、他の債権者とともに信販会社が債権者の場合は相当数あった（信販会社

が債権者にいる割合は３４．５％に及んだ）。 

 

地方銀行 信販会社
政府系金
融機関

信用金
庫・信用

組合
都市銀行

消費者金
融

労働金庫
農協・漁

協

件数 68 51 47 31 11 11 8 7

0
10
20
30
40
50
60
70
80

債権者の属性
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第１３ 不動産の公正価額（成立事案） 

 以下は、債務整理成立事案の回答である。 

 

グラフ９ 

 
   

 １ 不動産なし又は０    １８件（１５．１％） 

 ２ １～４９９万円     ５７件（４７．８％） 

 ３ ５００～９９９万円   ３１件（２６．０％） 

 ４ １０００～１４９９万円  ８件 （６．７％） 

 ５ １５００～１９９９万円  ２件 （１．６％） 

 ６ ２０００～２９９９万円  ２件 （１．６％） 

 ７ ３０００～４９９９万円  ０件 （０．０％） 

 ８ ５０００万円以上     １件 （０．８％） 

  

回答総数 １１９件 

 

【考察】 

不動産の価格は、１万円以上１０００万円未満の債務者が多かった（不動産に

価格が付いた債務者のうちの８７．１％）。被災により不動産の価格が下がった

場合も多いと推察される。 

 

  

18

57

31

8
2 2 0 1

0

10

20

30

40

50

60

不動産の公正価額（成立事案）
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第１４ 不動産以外の資産の評価額（成立事案） 

 不動産以外の財産、すなわち現金、預貯金や保険の解約返戻金等である。なお、

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。 

 以下は、債務整理成立事案の回答である。 

 

グラフ１０ 

 
 

 １ １００万円未満       ３６件（２９．２％） 

 ２ １００～２９９万円     １６件（１３．０％） 

 ３ ３００～４９９万円     ２３件（１８．６％） 

 ４ ５００～７９９万円     ２１件（１７．０％） 

 ５ ８００～９９９万円     １２件（ ９．７％） 

 ６ １０００万円～１４９９万円  ９件（ ７．３％） 

 ７ １５００万円～１９９９万円  ３件（ ２．４％） 

 ８ ２０００万～２９９９万円   １件（ ０．８％） 

９ ３０００万～４９９９万円   ２件（ １．６％） 

 

回答総数 １２３件 

 

 

36

16

23 21

12
9

3 1 2
0
5

10
15
20
25
30
35
40

不動産以外の資産の評価額（成立事案）
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【考察】 

５００万円未満の債務者が６１．０％であった。不動産以外の資産が５００万

円未満の場合、それは全額自由財産となった場合がほとんどであると推察され

る。 

不動産以外の資産が１０００万円以上の債務者も約１２％おり、不動産以外

の保有資産が比較的高額であっても、ガイドラインによる債務整理が利用され

ている。 

 
第１５ 不動産以外の資産による弁済額（成立事案） 

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（公正価額弁済）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。 

以下は、債務整理成立事案の回答である。 

 

グラフ１１ 

 
  

 １ ０円            ６４件（５２．０％） 

 ２ １００万円未満       １７件（１３．８％） 

 ３ １００～２９９万円     ２２件（１７．８％） 

 ４ ３００～４９９万円     １０件（ ８．１％） 

 ５ ５００～９９９万円      ３件（ ２．４％） 

 ６ １０００～１４９９万円    ４件（ ３．２％） 

64

17
22

10
3 4 2 0 1

0
10
20
30
40
50
60
70

不動産以外の資産による弁済額（成立事案）
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 ７ １５００～１９９９万円    ２件（ １．６％） 

 ８ ２０００～２９９９万円    ０件（ ０．０％） 

 ９ ３０００万円以上       １件（ ０．８％） 

 

回答総数 １２３件 

 

【考察】 

債務整理成立の案件のうち６４件（５２．０％）は、不動産以外の資産に関し

ては全く弁済しない事案（不動産以外の資産は全て自由財産と認められたケー

ス）であった。 

また、この６４件のうち、不動産を含めても全く弁済していない事案（いわゆ

るゼロ弁済）は、９件（７．３％）であった。 

 

第１６ 債務免除額（成立事案） 

 以下は、債務整理成立事案の回答である。 

 

グラフ１２ 

 
 

 １ ３００万円未満       １７件（１３．８％） 

 ２ ３００～４９９万円     １２件（ ９．７％） 

 ３ ５００～９９９万円     ３７件（３０．０％） 

 ４ １０００～１４９９万円   ２７件（２１．９％） 

17
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債務免除額
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 ５ １５００万円～１９９９万円 １５件（１２．１％） 

 ６ ２０００万円～２９９９万円 １３件（１０．５％） 

 ７ ３０００万円～４９９９万円  ２件（ １．６％） 

  

回答総数 １２３件 

 

【考察】 

５００万円以上の債務免除を受けた債務者が７６．４％であり、ガイドライン

による債務整理における債務者のメリットが大きいことがわかる。 

 

第１７ ５００万円以上の財産を債務者の手元に残すことができた事情（成立

事案） 

以下に回答の一部を紹介する。 

 

・火災保険金（住宅・家財）。支援金等の差押禁止財産。 

・義援金、生活再建支援金について別枠扱いとしたため。 

・自由財産の基本額５００万円に加えて、地震保険（家財）、被災者生活再生

支援金、市の義援金による給付が５００万円とは別に自由財産として扱われ

た。 

・地震保険金、義援金が自由財産と認められたため。 

・被災者生活再建支援金、災害見舞金、災害義援金、見舞金。 

・震災関連の給付金や保険金が含まれるため。 

 

【考察】 

 被災者生活再建支援金、災害見舞金といった差押禁止財産は、自由財産枠であ

る５００万円とは別枠で、自由財産として扱われる運用が定着している。 

 また、家財についての保険金も５００万円とは別枠で自由財産とされている。 

 義援金については、従前は差押禁止の立法がなされた災害と、なされていない

災害があった。差押禁止の立法がなされた災害についての義援金は、問題なく５

００万円とは別枠の自由財産と扱われていたようである。令和３年６月に成立

した自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律（令和３年法律第６４号）に

より、令和３年１月１日以降に発生した災害についての義援金は、差押禁止とな

った。したがって、今後発生する災害の義援金については、災害ごとに差押禁止

の有無は異ならないことになる。 

 見舞金については、差押禁止立法がなされているわけではなく、いわゆる私的

義援金に分類されるものであるが、５００万円とは別枠で自由財産とされたこ
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とが報告されている。 

 

第１８ 弁済の期間（回数）（成立事案） 

 以下は、債務整理成立事案の回答である。 

 

グラフ１３ 

 
 

 １ １回           ３４件（４９．２％） 

 ２ ２年以上３年未満      ２件（ ２．８％） 

 ３ ３年以上４年未満      １件（ １．４％） 

 ４ ４年以上５年未満      ３件（ ４．３％） 

 ５ ５年以上１０年未満    ２４件（３４．７％） 

 ６ １０年以上         ５件（ ７．２％） 

  

回答総数 ６９件 

 

【考察】 

 約半数が１回弁済である。 

 

  

34

2 1 3

24

5

0
5

10
15
20
25
30
35
40

弁済期間（回数）
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第１９ 弁済期間５年以上の場合の年数（成立事案） 

 第１８で弁済期間５年以上と回答した者について、年数を回答してもらった。 

 

グラフ１４ 

 
 

１ ５年       １７件（５１．５％） 

 ２ ６年        １件（ ３．０％） 

 ３ ７年        ５件（１５．２％） 

 ４ ８年        １件（ ３．０％） 

 ５ １０年       ６件（１８．２％） 

 ６ １０年８月     １件（ ３．０％） 

 ７ ２０年       １件（ ３．０％） 

 ８ ２２年       １件（ ３．０％） 

  

 回答総数 ３３件 

 

【考察】 

 ガイドラインにおいて、弁済計画の弁済期間としては、原則５年以内とされて

いるが（ガイドライン８項（２）①イｃ）、例外的事情があるときは、個別に協

議する運用であり、５年超の弁済期間を定めることが許容されている。 

回答では、弁済期間を５年超とするものが１６件、弁済期間を１０年以上とす

るものも９件報告されており、最長は２２年とされている。 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

弁済の期間（５年以上の場合）
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 なお、第１８と第１９で弁済期間５年以上と回答した人数は異なっているが、

第１８の問いに回答せずに、第１９の問いに回答した回答者がいたと考えられ

る。 

 

第２０ 弁済期間が１０年以上になった理由 

 以下に回答の一部を紹介する。 

 

・債務者の収入状況による弁済可能額から１０年となった。 

・事業の見通しが不透明。 

・生活状況に鑑み、不動産公正価額を１０年未満で弁済することは困難であっ

た。 

・配偶者が出産予定であり、配偶者の収入が見込めないため。 

・本人は、建物を建て替えることを予定し、調停成立後住宅ローンを組むこと

になるので、それを踏まえて１０年とした。 

 

第２１ 弁済期間５年以上を希望したものの債権者が応じなかったことの有無 

 弁済期間５年以上を希望したものの債権者が応じなかったことがあるとの回

答は、３件のみであった。そのうち１件は、最終的にいわゆる１７条決定で１０

年の弁済期間となったことが報告されており、また、別の１件は公正価額を分割

弁済する案を変更し、換価処分して一括弁済することになったことが報告され

ている。 
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第２２ 保証人の有無 

 

グラフ１５ 

 
 ※ 上記グラフには「その他」（２件）は含まれていない。 

 

 １ あり     ２３件（１７．０％） 

 ２ なし    １１２件（８３．０％） 

 ３ その他     ２件 

 

回答総数 １３７件 

 

  

17%

83%

保証人の有無

あり

なし
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第２３ ガイドライン手続中の保証人に対する請求の有無 

保証人が「あり」と回答した場合について、ガイドラインの手続中における債

権者から保証人に対する請求の有無を回答してもらった。 

 

グラフ１６ 

 
 ※ 上記グラフには「その他」（４件）は含まれていない。 

 

 １ 請求あり     ７件（２５．0％） 

 ２ 請求なし    ２１件（７５．０％） 

 ３ その他      ４件 

 

回答総数 ３２件 

 

【考察】 

 保証人がいる場合、債務整理開始の申出で債務者が弁済を停止しても、ガイド

ライン手続中は保証人には請求しない債権者が多いようである。 

 

  

25%

75%

保証人への請求の有無

請求あり

請求なし
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第２４ ガイドライン手続中における保証人の対応の内容（成立事案） 

 以下は、債務整理成立事案の回答である。 

 

グラフ１７ 

 
※ 上記グラフには「その他」の３件は含まれていない。 

 

 １ 利害関係人として特定調停に参加    ５件（２８％） 

 ２ ガイドラインの手続外で保証を解除   ３件（１７％） 

 ３ 対応なし              １０件（５５％） 

 ４ その他                ３件 

 

回答総数 ２１件 

 

【考察】 

 ガイドラインＱ＆Ａ８－１４では、保証履行を求めない場合には、対象債権者

と保証人との間で保証契約の解除又は保証債務の免除が行われるものと考えら

れるとされている。しかし、アンケート結果からすると、厳密にこの処理まで行

わずに、保証債務の付従性によって、主債務者の減免に従って保証債務も減免を

受けたと考えて処理されている場合も多いと推察される。後に、保証債務の有無

が問題にならないように、債権者が保証履行を求めない場合には、対象債権者と

利害関係人とし
て特定調停に参

加 28%

ガイドラインの
手続外で保証を

解除 17%

対応なし
55%

保証人の対応内容
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保証人との間で、保証契約の解除又は保証債務の免除を行っておくことが望ま

しい。 

 

第２５ 保証人が利害関係人として特定調停に参加した理由 

 第２４で「利害関係人として特定調停に参加」と回答した場合について、その

理由を回答してもらった。以下に回答の一部を紹介する。 

 

・保証債務の免責を明らかにさせるため。 

・保証人の収入が多く、債権者が全額免除に難色を示したため、一定の範囲での

分割弁済について合意した。 

・共同経営者としてリスクを分担しているなどのため。 

・債務者である銀行系列の保証人（保証会社）であり、一体的に処理するとのこ

とであったため。 

 

第２６ 保証人の債務免除の有無（成立事案） 

以下は、債務整理成立事案の回答である。 

 

グラフ１８ 

 
※ 上記グラフには「不明」及び「その他」の計６件は含まれていない。 

 

 １ 免除あり又は債権者から請求しない回答あり １３件（９２．８％） 

 ２ 免除なし                  １件（ ７．１％） 

93%

7%

保証人の債務免除の有無

免除あり

免除なし
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 ３ 不明                    ３件 

 ４ その他                   ３件 

 

 回答総数 ２０件 

 

【説明】 

 債務整理成立事案で、免除の有無が判明している事案の９２．８％で、保証人

の債務が免除されるか債権者から請求しない回答が得られていた。この「免除」

の中には、一部免除と全部免除が含まれている。 

 「免除なし」と回答された１件について、保証人が免除されなかった理由は、

「分割（８年）弁済であったため」とのことである。 

 

第２７ ２０万円以上の債権者の対象債権者からの除外の有無（成立事案） 

 清算型の調停条項の場合、原則として債権額２０万円以上の全ての債権者を

対象債権者とする必要がある。 

 そこで、２０万円以上の債権者の対象債権者からの除外の有無を回答しても

らった。 

以下は、債務整理成立事案の回答である。 

 

グラフ１９ 

 
  

 １ 除外あり      １４件（１１．５％） 

11%

89%

２０万円以上の債権者の対象債権者から
の除外の有無（成立事案）

除外あり

除外なし
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 ２ 除外なし     １０８件（８８．５％） 

 

 回答総数 １２２件 

 

第２８ 債権額２０万円以上の債権者を除外して、ガイドラインによる特定調

停の成立に至った理由・事情 

第２７で「２０万円以上の債権者の対象債権者からの除外あり」と回答した場

合について、２０万円以上の債権者を除外して特定調停の成立に至った理由・事

情を回答してもらった。以下に回答の一部を紹介する。 

 

〇 債権者からの協力が得られないために除外した事案 

・勤務先の共済会からの借入れ。 

 

〇 債権の性質上除外した事案 

・公租公課については、減免の対象となる余地がなかったこと。 

・離婚・不貞慰謝料については、額はおろか、存否も明らかでなかったため。 

・自動車の立替払債権の債権者であり、自動車の査定額が残高よりも少なかっ 

たため、対象債権者も対象外にすることに同意した。 

・災害発生後の借入れのため 

・個人債権者。債権者一覧表に記載はしたが、個人であってガイドライン対象

外であることを対象債権者に説明し理解していただいた。 

 

〇 保証債務で除外した事案 

・県を債権者とする奨学金返還請求権の保証債務履行請求権 

・自治体による貸付けの保証債務について、主債務者が弁済を続けていたこと

から、債権者の了解のもと、対象債権から外した。 

 

〇 日常生活に必要不可欠な債務に関する債権者であるために除外した事案 

・出張先で信販会社のクレジットカードを使い、その支払いが毎月生じていた

が、このクレジットは日常生活に必要不可欠であり、これをガイドラインに

より整理するとなると日常生活に著しく支障をきたす旨伝えたところ、債権

者が了承した。 

・今後も生活で使うカードのため除外。 

 

〇 その他の事案 

・返済月額が少額であったため。 
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【考察】 

上記のとおり、①債権者からの協力が得られない場合に当該債権者を除外す

るケース、②債権の性質上除外したケース、③保証債務であり、主債務者が弁済

を継続している等の理由で除外したケース、④日常生活に必要不可欠な債務に

関する債権者であるために除外したケースなどが見られた。 

上記①の場合には、他の対象債権者との関係で、弁済額等を調整する等の検討

が必要になる可能性があると思われる。 

上記②の場合、本来的にはガイドラインが利用されるべきケースも含まれる

可能性があるため、安易に除外しないよう注意が必要である。 

債権者に対し、例外的対応を求めるケースもでてくるため、事例収集が重要で

あると考えられる。本アンケートで回答された上記の事例は、実務上参考になる

と思われる。 

 

第２９ リフォームローンの有無 

 
１ あり    ６件 

２ なし  １２６件 

３ その他   ２件 

 

回答総数 １３４件 

 

○ 「その他」の内容 

・リフォームローンを組む予定であったが、登録支援専門家の関与中は組んでい

ない。 

・リフォームローンを組むことを検討中とのことだったため、ガイドラインの方

向性が決まるまで、リフォームローンを組むことを少し待っていただくこと

にした。 
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第３０ リフォームローンの総額 

第２９で「リフォームローンあり」と回答した場合について、その総額を回答

してもらった。 

 

１ ３００万円未満           ２件 

２ １０００万円以上１５００万円未満  １件 

３ １５００万円以上２０００万円未満  １件 

４ 不知・不明             ２件 

 

第３１ 債務者がリフォームローンを組んだ時期 

複数回のリフォームローンを組んだ場合には、最初に組んだ時期を回答して

もらった。 

 

１ ガイドライン手続着手前  ２件 

２ ガイドライン手続中    ０件 

３ 特定調停成立後      ２件 

４ その他          ３件 

 

回答総数 ７件 

 

 ○ 「その他」の内容 

  ・調停成立後のことは不明である。 

  ・取下げ後に組んだと思われるが、詳細不明。 

・おそらく特定調停成立後であると思われる（未確認）。 

 

【考察】 

 ガイドラインの手続中にリフォームローンを組んだ債務者はいなかった。ガ

イドラインの手続着手前にローンを組んでリフォームをした事案及び特定調停

成立後にローンを組んでリフォームをした事案が確認された。 
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第３２ 債務者がリフォームローンを組んだ時期がガイドラインの手続着手前

又はガイドライン手続中であったことを理由としてガイドラインを利用でき

ないことがあったか。 

 

１ あった   ０件 

２ なかった  ２件 

 

【考察】 

 リフォームローンを組んだ時期がガイドラインの手続着手前であった２件と

もに、それを理由にガイドラインが利用できない事態には陥っていなかった。 

 

第３３ ガイドラインによる特定調停の成立後にリフォームローンを組んだ又

は組む予定の場合、ガイドライン手続着手前及びガイドライン手続中にリフ

ォームローンを組まなかった理由 

 以下に回答の一部を紹介する。 

 

・公正価額による長期分割弁済の内容が確定できない段階では計画を立てら

れない。地盤補強工事の要否及び工事内容の調査未了。 

 ・リフォーム工事の範囲が確定していなかった。 

 ・債務整理の目処がついてからリフォームに着手する意向であったため。 

 

【考察】 

 ガイドラインによる債務整理の内容を確定する又は債務整理の目処がつくま

では、自宅のリフォームに消極的な債務者がいることが確認された。 
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第３４ 手続終了事由 

 

グラフ２０ 

 
 １ 特定調停成立 １２４件（８３．２％） 

 ２ 取下げ     ２４件（１６．１％） 

 ３ 不同意      ０件（ ０．０％） 

 ４ 異議       ０件（ ０．０％） 

 ５ その他      １件（ ０．７％） 

 

 回答総数 １４９件 

 

○ 「その他」の内容 

 ・債務者連絡不通。 

 

【考察】 

 債権者からの不同意、異議によって終了した事案は、報告されなかった。ただ

し、「取下げ」の中には、実質的に調停条項案について債権者から同意が得られ

なかった事案も含まれているものと思われる。 

 

  

83%

16% 1%

手続終了事由

特定調停成立
取下げ
その他
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第３５ 取下げにより手続が終了した理由・事情 

 第３４で「取下げ」と回答した場合に、その理由・事情を回答してもらった。 

 

グラフ２１ 

 
 

 １ 資産超過      １０件（４１．７％） 

 ２ 支払不能要件不充足  ９件（３７．５％） 

 ３ 災害起因性要件不充足 ２件（ ８．３％） 

 ４ その他        ３件（１２．５％） 

 

回答総数 ２４件 

 

 ○ 「その他」の内容 

  ・本人に再考を促した結果取下げ 

  ・団体信用生命保険からの全額弁済 

 

【考察】 

 資産超過及び支払不能要件不充足が取下げ理由の７９．２％である。取下げ理

由の多くは、資産又は収入が多いことに起因しているといえる。災害起因性要件

不充足で取下げになった事案は８．３％に過ぎず、災害起因性要件が問題になる

ことは少なかった。 

 

資産超過
42%

支払不能要件不充
足37%

災害起因性要件不
充足 8%

その他
13%

取下げにより終了した理由・事情
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第３６ 不同意債権者の属性 

 ガイドラインによる特定調停に異議を述べたり、不同意とした債権者の属性

について尋ねたところ、以下のような回答があった。 

 

 １ リース会社   １件 

 ２ 消費者金融   ３件 

 ３ 勤務先の共済会 １件 

 ４ 独立行政法人  １件 

 ５ 債権回収会社  １件 

 

回答総数 ７件 

 

【説明及び考察】 

 この７件のうち、６件では債務整理が成立していた。同意が得られなかった債

権者を除外して債務整理を成立させた場合と、最終的に同意を得て債務整理を

成立させた場合があった。 

 不同意債権者についての報告は少ないが、消費者金融が３件報告されており、

顕著である。 

 

第３７ 取下げ又は特定調停不成立後の対応 

 取下げ又は特定調停不成立で手続が終了した場合について、その後の対応に

ついて尋ねた。 

 

１ した     ２件 

２ していない １６件 

３ その他    ７件 

 

回答総数 ２５件 

 

○「その他」の内容 

  ・不明 

  ・リスケジュールの申出をするよう教示し、リスケがだめなら破産申立を

行うよう伝えた。 

 

【説明及び考察】 

 上記１の取下げ又は特定調停不成立後の対応を「した」２件の対応の内容は、
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自己破産１件、リスケジュール１件であった。 

 登録支援専門家は、債務整理の代理人にはなれないという見解が有力である

ため、債務整理不成立後の債務者の対応について把握していない場合も多いと

思われる。 

 

第３８ 特定調停成立後の債務者の借入れ（成立事案） 

 特定調停成立事案について、ガイドラインによる特定調停成立後に、債務者が

新規ローンを借り入れることができたかを回答してもらった。 

 

１ できた    １３件 

２ できなかった  １件 

３ 不明    １０４件 

４ その他     ４件 

 

回答総数 １２２件 

 

○ 「その他」の内容 

 ・リフォームローンを借りる予定があると聞いていたが、その後どうなった

かは不明。 

 ・ローンを申請中と聞いている。 

 ・親族から借りた。 

 ・特に連絡なくできたと思う。 

 

【考察】 

特定調停成立により登録支援専門家の業務が終了してしまうため、その後債

務者が新規ローンを借り入れることができたか否かは、不明の場合が多かった。

債務者の新規ローンの借入れの可否が判明している場合については、大多数は

新規ローンの借入れができていた。 
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第３９ 信用情報誤登録の有無 

 ガイドラインの利用に際して、債務者の信用情報が誤登録されたことがあっ

たかを尋ねた。 

 

１ あり   ７件 

２ なし １１０件 

３ その他  ６件 

 

回答総数 １２３件 

 

○「その他」の内容 

・不明 

 

【説明及び考察】 

 誤登録が登録支援専門家に発覚した７件については、いずれも発覚後、誤登録

の訂正がなされている。もっとも、債務者が信用情報の登録状況を積極的に確認

していないケースが多いと思われ、誤登録されているが未発覚という事例の存

在も否定できない。 

 債務者の信用情報を誤登録した債権者の属性としては、地方銀行５件、消費者

金融１件、住宅金融支援機構１件の報告がなされている。 

 

第４０ 事案における特殊事情 

 以下に回答の一部を紹介する。 

 

１ 成立事案 

(1) 債務者側の事情 

① 災害起因性について 

・個人事業主の売上の落ち込みの事案。問題となった自然災害の前からガ

イドライン施行前の自然災害等の影響を受けて売上が低下していた側

面があり、災害起因性の説明に苦慮した。また、計画遂行可能性の説明

も苦慮した。 

・災害以前に相当期間履行が遅滞していたが、災害直前の数か月支払いが

なされていたこともあり、例外的に災害起因性を認めた旨の指摘が、債

権者からあった。 

・消費者金融について、地震前から未払いがあったため、災害起因性が争

われ、過去の未払と地震後の経済状況が根本的に異なることなど、災害
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起因性を認めてもらうのに苦慮した。 

② その他 

・夫婦の債務整理について足並みを揃えて行った。 

・夫婦で債務整理を行った。調停期日は同日となった。 

・債務のほとんどは過去に自らが経営していた法人の保証債務である。法

人については申立代理人弁護士がついて破産申立を行った。その流れの

中で元代表者個人につき代理人弁護士によってガイドラインの申込み

がなされた。 

・年金生活者で、自宅は一部損壊だったが、自宅敷地に大きな被害があり、

その修復に将来費用がかかることが見込まれたため、債務カットが生活

再建に必須だった。 

・遺産分割未了財産（不動産）があり、相続人調査に時間を要した。もと

もと、債務者に代理人が就いていたことから、相続人調査は代理人に実

施してもらった。 

(2) 債権者側の事情 

・建設途中の建物の請負人が債権者となった。 

・市の融資制度を利用して借り入れた金員であり、条例上、単純廃業による

債権放棄が認められず、債務者の就労意思があることが必要とされた。こ

の点を補うため、信用保証協会と度重なる協議を続け、本人の就労意思の

誓約書や当職の報告書など、多数の書類の提出が必要とされた。 

・信用保証協会が特に詳細な説明を求めてきてその説明に苦慮したが、信用

保証協会も含めて債権者が協力的であったことも調停成立に寄与してい

る。 

・消費者金融１社より、事前協議の申入れ後、通常の債務整理ではなく本手

続きを取る必要性や、異議申立ての可否について問い合わせがあり、電話

及び書面にて説明を行った結果、同意を得ることができた。 

(3) 不動産の公正価額について 

・不動産の公正価額について、不動産鑑定士の鑑定書があったにもかかわら

ず争われたため、鑑定書の追加意見書や周辺の不動産の価格調査を行うな

どして、公正価額を理解してもらうことに苦慮した。 

(4) 制度について 

・県育英資金について免除を可能とする条例改正を待つのに時間を要した。

あわせて条例改正に向けて弁護士会として活動をおこなった。 

・共済組合からの借り入れについて、債務免除の扱いができるようになるま

で、共済組合からの返事を待った。 

(5) 調停条項について 
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・担保物件が、不動産と自動車があり、不動産の公正価額弁済期間は１０年、

自動車の公正価額弁済期間は５年強と差を設けたこと。 

・５年間での返済の見通しが立たず、当初債権者が５年超の返済計画に応じ

ず、その説得に苦慮した。 

・債務者が、法人清算後に、個人事業主として同種事業を行っていたため、

対象債権者から、事業継続型の調停条項案作成を打診されたが、法人から

個人への事業譲渡、財産の流用等はないため、清算型の調停条項案で同意

を得た。 

(6) その他 

・本件は再委嘱案件であり、債務整理申出は前の登録支援専門家が行ってい

る。 

・初回委嘱の登録支援専門家が、債務整理申出後約１年半近く処理を遅滞し

ていたため、対象債権者から登録支援専門家交代の要請があったため、当

職が再委嘱となった。 

・債権者から債務者の浪費の指摘があり、ガイドラインの計算式にあてはめ

ると浪費が算出されたが、この計算式はあくまでも「目安」であって少し

でも超過額があれば浪費の疑義ありとすべきではないこと、この程度の金

額であれば生活再建に必要な費用等に消費されたことが推測されること、

それを裏付ける領収証の一部があることから、浪費と認めるべきではない

と主張したところ、債権者は浪費の指摘を撤回した。 

・マンション事案で、災害から委嘱依頼まで数年経過している。 

・債務者が地震保険金を債務弁済のため全部保管していたため、一括での弁

済が可能であった。 

 

２ 不成立事案 

・本件については、ガイドラインの要件を満たさないことから取り下げること

になったが、債権者からの提案を受け、リスケジュールを行い、その合意が

できた後に取下げが行われた。 

・被災後、親が亡くなって親名義の不動産を相続し、ガイドライン利用時には

資産超過になっていた。相続していなければ、資産超過にならず、ガイドラ

インが利用できた。 

・団体信用生命保険で全額弁済となり取下げとなった。 
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第４１ ガイドラインの運用について改善すべきところ 

以下に回答の一部を紹介する。 

 

１ 支払不能要件について 

・７３０万円要件及び４０％要件（特に前者）については、基準自体を見直す

か詳細な事例集的なものがあると予測可能性が立つと思われる。特段の事情

の扱いに悩む支援専門家が複数いたという印象である。 

・夫婦の債務整理をする場合の支払不能要件等の判断の方法にかなり悩んだ。

生計を同一にする家族の場合の要件の判断の仕方について何らかの指針を

用意して欲しい。 

 

２ 債権者の問題 

・ディーラー系のカーローン会社が債権者として登場することが多々あるが、

ガイドラインの理解が不足していると感じる。そのような債権者にも金融

庁からガイドラインの趣旨を説明し、ガイドラインの規定に則った対応を

するよう指導して欲しい。 

・現場の業者に対する周知徹底不足。報告した件は、むしろ無知だから同意し

てくれたのかもしれない。コロナ特則は、要件を満たすのに同意しない事象

が散見されている。もっと上からしっかりと告知し従わせるように努力すべ

き。 

・債権者による理解度のばらつきがあった。 

・熊本地震や東日本大震災のように、住宅ローンを再度利用できるような経済

力のある債務者が多数発生する災害の場合は、金融機関は協力的だが、熊本

７月豪雨災害のように、そもそも住宅ローンが存在しない債務者が多数の場

合や、新型コロナウイルス感染症の流行の場合等では、金融機関との間に温

度差を感じる。個人的には、ガイドラインの本質は、住宅ローンの需要を失

う銀行救済制度であるととらえており、そのために弁護士が低廉な弁護士報

酬で複雑な業務にあたる社会的な義務はなく、制度の存続自体に疑問を感じ

る。 

 

３ 調停条項の問題 

・不動産を買い戻す場合の分割払いの期限が短い。 

・債権者による調停条項の一部の削除要求や不動産公正価格において早期売

却修正に応じない主張に対しては、他の事例では認められていないと伝えた

かったが、そのような集計データがなかったため、説明が難しかった。他の
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事例ではこうなっているという事例を集積して、債権者への説明に利用でき

るようにしてほしい。 

 

４ 登録支援専門家の報酬、業務の問題 

・登録支援専門家の報酬が低額である。手続がいささか複雑である。 

・債務者と連絡が取れないことで債権者に謝罪することも多く、精神的な負担

も大きい業務である。多大な負担に見合う報酬がなければ、制度維持が難し

いと感じた。 

・債権者の同意が得られなければ進められない手続であるところ、一部の債権

者は登録支援専門家に非協力的な態度を取ってくる。債権者の理解が必要だ

し、そのような債権者に対応し続ける負担からすると、報酬が少なく、登録

支援専門家を引き受ける者が不足することが懸念される。 

・報酬算定について、時間の切り捨てが多く、現在は改善されたのかもしれな

いが、年度末に１時間未満が切り捨てとなったことなどは不合理である。全

体に単価も含め報酬については改善が必要と考える。 

・登録支援専門家の負担が大きい。報酬が低額。 

・報酬請求がとても複雑で、結局ボランティアでやることが多かった。もっと

簡潔な手続にしてほしい。 

・登録支援専門家の報酬関係の請求が複雑、端数切捨て等で煩雑、時間がとら

れる。 

・報酬が低廉である。また報酬基準も分かりにくく、エクセル表も入力しにく

い。 

・報告時に使用したエクセルの表がとても使いにくかった。 

・報酬請求の手続がかなり手間取った。報告しなければならない回数が多く、

報告の仕方に厳しいルールがあり、余計に大変になった。 

・手続の度に必要となる書類が分かりにくい。 

 

５ 制度の問題 

・あくまでも任意で債権者の協力を得ないといけないので（ここが大変）、強

制できるようにしてほしい。破産のように法制度化してほしい。 

・裁判所、債権者、弁護士会など、どこに聞いても分からないことばかりで途

方に暮れることが多かった。 

・このアンケートのような統計を運営機関が整理して発表して頂きたい。 

・広報が足りていない。 
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・登録支援弁護士の立場について、債務者は理解が難しいと思うので、登録支

援弁護士の立場についての説明文（わかりやすいパンフレット）を用意し、

初回面談時に渡せるようにしてはどうかと思います。 

・簡易裁判所の職権介入が過度である。 

・登録支援専門家の支援は受けられるが、債務者本人の負担（資料の収集）が

小さくなく、その負担によりガイドラインの利用をやめてしまう方もいるか

もしれないなと思いました。債務を減免してもらうので債務者のほうで負担

を負うことはやむを得ないですが、検討の余地はあるのかなと思います。債

務者本人に代理人をつける際に法テラスの代理援助を使えるようにしたり、

登録支援専門家に一定の資料の収集の代理を認める等。案件処理の長期化の

もとにもなっている気がします。 

・登録団体による登録支援専門家の指導、監督の負担が重い。 
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ま と め 

 

本アンケートから明らかとなった特徴的な点として、以下の点が挙げられる。 

① 登録支援専門家委嘱から手続終了日までの日数 

 登録支援専門家委嘱から手続終了日までの日数について、成立事案の中央値

は３７６日であった。期間の短縮が今後の課題である。一方で、登録支援専門

家から債務者へ説明する場面等では、債務整理成立までに実際にこの程度の時

間がかかっていることを説明した方が良いだろう。 

② 支払不能要件について 

 支払不能要件を検討するための年収７３０万円未満及び債務者の年収に対

する年間ローン返済額等が４０％超という基準について、例外的扱いが認めら

れた具体的事情が報告された。年収７３０万円未満という基準よりも、債務者

の年収に対する年間ローン返済額等が４０％超という基準の方が、緩やかに運

用されている。 

③ 不動産以外の資産は全く弁済しない事案について 

 成立事案について、不動産以外の資産に関しては全く弁済しない事案が、約

半数（５２．０％）であった。不動産を含めて全く弁済しない事案（いわゆる

ゼロ弁済）も、９件報告された。自由財産が５００万円の枠で認められている

ことから、このような結果になったと推察される。ガイドラインによる債務整

理は、債務者にとってメリットの大きい制度であることが裏付けられた。 

④ 債務免除額について 

 債務整理成立事案において、５００万円以上の債務免除を受けた人の割合は

約７６．４％であり、このことからもガイドラインにおける債務整理による債

務者のメリットは大きいといえる。 

⑤ 弁済期間が５年超の場合 

 ガイドライン上、弁済期間は原則５年以内とされているが、成立事案におい

て、弁済期間を５年超とするものが１６件、弁済期間を１０年以上とするもの

も９件報告されており、最長は２２年とされている。また、弁済期間が１０年

以上になった事案について、その具体的理由も報告された。 

⑥ 保証債務について 

 保証人がいる成立事案では、その大多数（９２．８％）において、保証債務

が免除（一部免除を含む）されるか又は債権者から請求しない回答がされてい

た。 

⑦ ２０万円以上の債権者を対象債権者から除外した事案について 

 ２０万円以上の債権者を対象債権者から除外した事案について、その理由・

事情が報告されている。 
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特に、上記②、⑤、⑦の例外的取扱いの具体的事情について、実務上の参考に

されたい。 




