
民事非訴訟事件手続法「別表」

項 管　轄　裁　判　所

1 一 第２１条（親権解放の要件）第１項の規定による未成年者の親権からの解放の宣告 未成年者の住所地の裁判所

二 第２４条（一般後見開始の宣告）第１項及び第２項の規定による一般後見開始の宣告及び保佐開始の宣告の取消 一般後見開始の申し立てを受ける者の住所地の裁判所

三 第２７条（一般後見開始の宣告の取消）の規定による一般後見開始の宣告の取消 一般被後見人の住所地の裁判所

四 第２８条（保佐開始の宣告）第１項及び第２項の規定による保佐開始の宣告及び一般後見開始の宣告の取消 保佐開始の申し立てを受ける者の住所地の裁判所

五 第３０条（行為の取消権）第１０号の定める保佐に関する処分 被保佐人の住所地の裁判所

六 第３１条（保佐開始の宣告の取消）の規定による保佐開始の宣告の取消 被保佐人の住所地の裁判所

七 第３７条（裁判所による財産管理人の選任）の規定による不在者の財産管理に関する処分 不在者の最後の住所地の裁判所

八
第３８条（財産管理命令の取消）から第４０条（財産管理人の権限等）までの規定による不在者の財産管理に関す
る処分

第３７条（裁判所による財産管理人の選任）に基づく決定をした
裁判所

九 第４１条（失踪宣告の要件）の規定による失踪の宣告 不在者の最後の住所地の裁判所

十 第４４条（失踪者帰還時の処理）第１項の規定による失踪の宣告の取消 第４１条（失踪宣告の要件）に基づき失踪宣告をした裁判所

十一 第６０条（仮理事）の規定による仮理事の選任 法人の住所地の裁判所

十二 第６１条（特別代理人）の規定による特別代理人の選任 法人の住所地の裁判所

十三 第６５条（解散を求める訴え）第３項の規定による法人の解散命令 法人の住所地の裁判所

十四 第６８条（清算人の就任）第２項及び第３項の規定による清算人の選任 法人の住所地の裁判所

十五 第６９条（清算人の解任）第１項の規定による清算人の解任 法人の住所地の裁判所

十六 第７４条（債権申し出期間内の弁済）第２項の規定による弁済の許可 法人の住所地の裁判所

十七 第７６条（債権の弁済）第２項の規定による評価人の選任 法人の住所地の裁判所

十八 第８１条（書類の保存）の規定による保存者の選任 法人の住所地の裁判所

十九 第８５条（基本財産等の調査）第２項の規定による検査者の選任 法人の住所地の裁判所

二十 第８５条（基本財産等の調査）第４項の規定による変更の裁判 法人の住所地の裁判所

二十一 第９３条（臨時総会）第３項の規定による総会招集の許可 法人の住所地の裁判所

二十二 第１１２条（定款の補完）の規定による財団法人の定款の補完 法人の設立者が死亡の時に有した住所地の裁判所

2
一 第１８５条（河川の水路変更による旧河床の所有権）の規定による評価人の任命

第１８５条（河川の水路変更による旧河床の所有権）が定める裁
判所

3 一 第４２３条（代位権行使の要件）第２項の規定による代位権行使の許可 債務者の住所地の裁判所

二 第４５８条（自助売却権）の規定による弁済の目的物の競売の許可 債務の履行地の裁判所

4 一 第９５３条（未成年者の婚姻）第３項の規定による未成年者の婚姻に対する同意に代わる裁判 未成年者の住所地の裁判所

二 第９７１条（婚姻費用の分担）の規定による婚姻から生じる費用の分担に関する処分 夫又は妻の住所地の裁判所

三 第９７４条（財産の管理及び利用）第４項の規定による夫婦の共有財産の管理及び利用に関する裁判 夫又は妻の住所地の裁判所

四 第９７６条（夫婦共有財産の処分）第２項の規定による夫婦の共有財産の処分の許可 夫又は妻の住所地の裁判所

民法第七編に定める事項のうち，次に掲げる事項

　裁　判　事　項

民法第二編に定める事項のうち，次に掲げる事項

民法第三編に定める事項のうち，次に掲げる事項

民法第四編に定める事項のうち，次に掲げる事項
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項 管　轄　裁　判　所　裁　判　事　項

五 第９７９条（合意離婚）の規定による合意による離婚の申立て 夫又は妻の住所地の裁判所

4 六 第９８０条（財産分割）の規定による財産の分割 夫又は妻の住所地の裁判所

七 第１００７条（完全養子縁組の成立の方式）の規定による完全養子縁組の申立て 養親となるべき者の住所地の裁判所

八 第１０１９条（完全養子の出自を知る権利）の規定による完全養子縁組の記録の開示請求 完全養子縁組に関する記録を保管する裁判所

九 第１０２０条（単純養子縁組の申立）の規定による単純養子縁組の申立て 養子となるべき者の住所地の裁判所

十 第１０２８条（単純養子縁組の合意離縁）第１項の規定による合意による離縁の申立て 子の住所地の裁判所

十一 第１０３８条（認知と親権の関係）第３項の規定による親権者の指定 子の住所地の裁判所

十二 第１０３９条（親権者の変更）の規定による親権者の変更 子の住所地の裁判所

十三
第１０４０条（子と同居していない親の権利および義務）第４項及び第５項の規定による面会・交流の方法及び子
の監護に要する費用の分担に関する裁判

子の住所地の裁判所

十四 第１０４１条（子の状況に関する報告請求権）第２項の規定による協議に代わる裁判 親権者の住所地の裁判所

十五 第１０４８条（親権者としての権限の停止または剥奪の宣告）の規定による親権の停止又は剥奪の宣告 親権者の住所地の裁判所

十六 第１０４９条（親権の停止又は剥奪宣告の取消し）の規定による親権の停止又は剥奪の宣告の取消
親権者としての権限の停止または剥奪の宣告を受けた者の住所地
の裁判所

十七 第１０５０条（親権者の辞任および回復）第１項の規定による親権者を辞することについての許可 親権者を辞することについての許可を受ける者の住所地の裁判所

十八 第１０５０条（親権者の辞任および回復）第２項の規定による親権を回復することについての許可 親権の回復の許可を受ける者の住所地の裁判所

十九 第１０５１条（親権者の変更）第２項の規定による親権者の変更の宣告 子の住所地の裁判所

二十 第１０５８条（第三者が子に与えた財産の管理）第２項及び第３項の規定による財産管理を行う者の選任及び改任 子の住所地の裁判所

二十一
第１０５８条（第三者が子に与えた財産の管理）第４項が準用する第３７条（裁判所による財産管理人の選任）か
ら第４０条（財産管理人の権限）までの規定による財産の管理に関する処分

第１０５８条（第三者が子に与えた財産の管理）第２項又は第３
項に基づく決定をした裁判所

二十二 第１０６１条（財産管理の権限の停止または剥奪の宣告）の規定による財産管理権限の停止又は剥奪 親権者の住所地の裁判所

二十三 第１０６２条（財産管理に対する宣告の取消し）の規定による財産管理の権限の停止又は剥奪の宣告の取消
財産管理の権限の停止または剥奪の宣告を受けた者の住所地の裁
判所

二十四 第１０６３条（財産管理の辞任および回復）第１項の規定による財産管理の権限を辞することについての許可
財産管理の権限を辞することについての許可を受ける者の住所地
の裁判所

二十五 第１０６３条（財産管理の辞任および回復）第２項の規定による財産管理の権限を回復することについての許可 財産管理の権限の回復の許可を受ける者の住所地の裁判所

二十六 第１０６５条（親権者と子の利益が相反する場合）の規定による特別代理人の選任 子の住所地の裁判所

二十七

第１０６６条（親権の代行者）が準用する第１０３８条（認知と親権の関係）第３項，第１０３９条（親権者の変
更），第１０４０条（子と同居していない親の権利および義務）第４項及び第５項，第１０４１条（子の状況に関
する報告請求権）第２項，第１０４８条（親権者としての権限の停止または剥奪の宣告），第１０４９条（親権の
停止又は剥奪宣告の取消し），第１０５０条（親権者の辞任および回復）第１項，第１０５０条（親権者の辞任お
よび回復）第２項，第１０５１条（親権者の変更）第２項，第１０５８条（第三者が子に与えた財産の管理）第２
項及び第３項，第１０５８条（第三者が子に与えた財産の管理）第４項，第１０６１条（財産管理の権限の停止ま
たは剥奪の宣告），第１０６２条（財産管理に対する宣告の取消し），第１０６３条（財産管理の辞任および回
復）第１項，第１０６３条（財産管理の辞任および回復）第２項又は第１０６５条（親権者と子の利益が相反する
場合）の規定による親権代行者に関する処分

本別表第４項十一号から二十六号までの各号が掲げる管轄裁判所

二十八
第１０６８条（未成年指定後見人・未成年選定後見人・選任の基準）第２項又は第１０７５条（未成年指定後見監
督人・未成年選定後見監督人）第２項の規定による未成年後見人又は未成年後見監督人の選任

未成年被後見人の住所地の裁判所
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項 管　轄　裁　判　所　裁　判　事　項

二十九 第１０７１条（未成年後見人の辞任）の規定による未成年後見人の辞任についての許可 未成年被後見人の住所地の裁判所

4 三十 第１０７３条（未成年後見人の解任）の規定による未成年後見人の解任 未成年被後見人の住所地の裁判所

三十一
第１０７８条（準用規定）が準用する第１０７１条（未成年後見人の辞任），第１０７３条（未成年後見人の解
任）又は第１０８８条（未成年後見人の報酬）の規定による未成年後見監督人に関する処分

未成年被後見人の住所地の裁判所

三十二 第１０８１条（財産調査・財産目録作成）第１項但書の規定による財産目録の作成の期間の伸長 未成年被後見人の住所地の裁判所

三十三 第１０８５条（財産管理の許可）の規定による未成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可 未成年被後見人の住所地の裁判所

三十四
第１０８６条（未成年後見人と未成年被後見人の利益相反行為）が準用する第１０６５条（親権者と子の利益が相
反する場合）の規定による特別代理人の選任

未成年被後見人の住所地の裁判所

三十五 第１０８８条（未成年後見人の報酬）の規定による未成年後見人に対する報酬の付与 未成年被後見人の住所地の裁判所

三十六
第１０８９条（未成年後見人の職務の監督）の規定による未成年後見の職務の報告，財産目録の提出，未成年被後
見人の身上又は財産の状況の調査，未成年被後見人の身上監護又は財産管理その他の未成年後見に関する処分

未成年被後見人の住所地の裁判所

三十七
第１０９４条（第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理）第２項及び第３項の規定による財産管理を行う者の
選任及び改任

未成年被後見人の住所地の裁判所

三十八
第１０９４条（第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理）第４項が準用する第３７条（裁判所による財産管理
人の選任）から第４０条（財産管理人の権限）までの規定による財産の管理に関する処分

第１０９４条（第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理）第
２項又は第３項に基づく決定をした裁判所

三十九 第１０９５条（未成年後見解放の要件）第１項の規定による未成年後見からの解放 未成年被後見人の住所地の裁判所

四十 第１０９７条（財産管理の計算・未成年後見監督人の立会）第１項但書の規定による管理計算の期間の伸長 未成年被後見人の住所地の裁判所

四十一

第１１０３条（未成年被後見人の親権の代行）第２項が準用する第１０８１条（財産調査・財産目録作成）第１項
但書，第１０８５条（財産管理の許可），第１０８６条（未成年後見人と未成年被後見人の利益相反行為），第１
０８８条（未成年後見人の報酬），第１０８９条（未成年後見人の職務の監督）第２項，第１０９４条（第三者が
未成年被後見人に与えた財産の管理）第２項及び第３項，第１０９４条（第三者が未成年被後見人に与えた財産の
管理）第４項，第１０９５条（未成年後見解放の要件）第１項又は第１０９７条（財産管理の計算・未成年後見監
督人の立会）第１項但書の規定による未成年被後見人の子について親権を代行する未成年後見に関する処分

本別表第４項三十二号から四十号までの各号が掲げる管轄裁判所

四十二
第１１０５条（一般後見人の選任）第２項及び第３項又は第１１１０条（一般後見監督人）の規定による一般後見
人又は一般後見監督人の選任

一般被後見人の住所地の裁判所

四十三 第１１０６条（一般後見人の辞任）の規定による一般後見人の辞任についての許可 一般被後見人の住所地の裁判所

四十四 第１１０８条（一般後見人の解任）の規定による一般後見人の解任 一般被後見人の住所地の裁判所

四十五

第１１１３条（準用規定）が準用する第１１０６条（一般後見人の辞任），第１１０８条（一般後見人の解任），
第１１２１条（財産管理の許可）又は第１１２４条（一般後見人の報酬）の規定による一般後見監督人に関する処
分

一般被後見人の住所地の裁判所

四十六 第１１１５条（財産調査・財産目録作成）第１項但書の規定による財産目録の作成の期間の伸長 一般被後見人の住所地の裁判所

四十七
第１１１８条（一般被後見人が包括財産を取得した場合への準用）が準用する第１１１５条（財産調査・財産目録
作成）第１項但書の規定による財産目録の作成の期間の伸長

一般被後見人の住所地の裁判所

四十八 第１１２１条（財産管理の許可）の規定による一般被後見人の居住用不動産の処分についての許可 一般被後見人の住所地の裁判所

四十九
第１１２２条（一般後見人と一般被後見人の利益相反行為）が準用する第１０６５条（親権者と子の利益が相反す
る場合）の規定による特別代理人の選任

一般被後見人の住所地の裁判所

五十 第１１２４条（一般後見人の報酬）の規定による一般後見人に対する報酬の付与 一般被後見人の住所地の裁判所

五十一
第１１２５条（一般後見人の職務の監督）の規定による一般後見の職務の報告，財産目録の提出，一般被後見人の
生活，療養看護又は財産の状況の調査，生活，療養看護又は財産管理その他の一般後見に関する処分

一般被後見人の住所地の裁判所
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項 管　轄　裁　判　所　裁　判　事　項

五十二
第１１３０条（第三者が一般被後見人に与えた財産の管理）第２項及び第３項の規定による財産管理を行う者の選
任及び改任

一般被後見人の住所地の裁判所

五十三
第１１３０条（第三者が一般被後見人に与えた財産の管理）第４項が準用する第３７条（裁判所による財産管理人
の選任）から第４０条（財産管理人の権限）までの規定による財産の管理に関する処分

第１１３０条（第三者が一般被後見人に与えた財産の管理）第２
項又は第３項に基づく決定をした裁判所

五十四 第１１３１条（財産管理の計算・一般後見監督人の立会）第１項但書の規定による管理計算の期間の伸長 一般被後見人の住所地の裁判所

五十五
第１１３７条（保佐人の選任）第２項が準用する第１１０５条（一般後見人の選任）第２項及び第３項，第１１０
６条（一般後見人の辞任）又は第１１０８条（一般後見人の解任）の規定による保佐人に関する処分

被保佐人の住所地の裁判所

五十六 第１１３７条（保佐人の選任）第３項又は第４項の規定による臨時保佐人の選任 被保佐人の住所地の裁判所

五十七 第１１３８条（保佐監督人）第１項の規定による保佐監督人の選任 被保佐人の住所地の裁判所

五十八
第１１３８条（保佐監督人）第２項が準用する第１１０６条（一般後見人の辞任），第１１０８条（一般後見人の
解任）又は第１１２４条（一般後見人の報酬）の規定による保佐監督人に関する処分

被保佐人の住所地の裁判所

五十九
第１１３９条（保佐人の職務）第３項が準用する第１１２４条（一般後見人の報酬）又は第１１２５条（一般後見
人の職務の監督）の規定による保佐人に関する処分

被保佐人の住所地の裁判所

六十
第１１４０条（扶養義務者の範囲および順序）から第１１４３条（扶養関係の変更または取消し）までの規定によ
る扶養に関する処分

相手方の住所地の裁判所

5 一 第１１４７条（相続財産の承継）第２項第３文の規定による同項の権利の承継者の指定 被相続人の住所地又は相続開始地の裁判所

二
第１１５１条（相続人の廃除），第１１５２条（遺言による相続人の廃除）及び第１１５４条（廃除の取消し）の
規定による推定相続人の廃除及びその取消

被相続人の住所地又は相続開始地の裁判所

三 第１１７７条（死亡危急者の遺言）第２項の規定による遺言の確認 相続開始地又は遺言者の住所地の裁判所

四 第１１９３条（負担付遺贈に関する取消し）の規定による遺贈の取消 相続開始地の裁判所

五 第１２１３条（遺言の検認及び開封）第１項の規定による遺言書の検認 相続開始地の裁判所

六 第１２１８条（遺言執行者の選任）の規定による遺言執行者の選任 相続開始地の裁判所

七 第１２２６条（遺言執行者の報酬）第２項の規定による遺言執行者に対する報酬の付与 相続開始地の裁判所

八 第１２２７条（遺言執行者の辞任・解任）の規定による遺言執行者の辞任についての許可及び遺言執行者の解任 相続開始地の裁判所

九 第１２３１条（遺留分算定の基礎となる財産）第２項の規定による評価人の選任 相続開始地の裁判所

十 第１２４６条（遺留分の放棄）の規定による遺留分の放棄についての許可 被相続人の住所地

十一 第１２４８条（承認又は放棄の期間）第１項但書の規定による相続の承認又は放棄の期間の伸長 相続開始地の裁判所

十二 第１２５２条（承認又は放棄の取消し）第３項の規定による相続の限定承認又は放棄の取消の申立ての受理 相続開始地の裁判所

十三 第１２５７条（限定承認の方法）の規定による相続の限定承認の申立ての受理 相続開始地の裁判所

十四 第１２６０条（相続の放棄）の規定による相続の放棄の申立ての受理 相続開始地の裁判所

十五 第１２６４条（臨時的管理人）第１項の規定による相続財産の臨時的管理人の選任 相続開始地の裁判所

十六
第１２６４条（臨時的管理人）第３項が準用する第４０条（財産管理人の権限等）第１項及び第３項の規定による
財産管理に関する処分

相続開始地の裁判所

十七 第１２７０条（裁判所による分割）第１項の規定による遺産の分割 相続開始地の裁判所

十八 第１２８４条（期限前の債務等の弁済）第２項の規定による評価人の選任 相続開始地の裁判所

十九 第１２８６条（相続財産の換価）第１項の規定による評価人の選任 相続開始地の裁判所

民法第八編に定める事項のうち，次に掲げる事項
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項 管　轄　裁　判　所　裁　判　事　項

5 二十 第１２８９条（相続人が複数ある場合）第１項の規定による相続財産の管理人の選任 相続開始地の裁判所

二十一 第１２９１条（管理人の選任）第１項の規定による相続財産の管理人の選任 相続開始地の裁判所

二十二 第１２９２条（管理人の権利義務）第２項の規定による相続財産の管理に関する処分に対する許可 相続開始地の裁判所

二十三 第１２９３条（管理人の報酬）の規定による相続財産の管理人に対する報酬の付与 相続開始地の裁判所

二十四
第１２９６条（債権者等に対する公告及び催告）第２項が準用する第１２８４条（期限前の債務等の弁済）第２項
又は第１２８６条（相続財産の換価）第１項の規定による評価人の選任

相続開始地の裁判所

二十五 第１２９７条（相続人捜索の公告）の規定による相続財産の管理に関する処分 相続開始地の裁判所

二十六 第１２９９条（特別縁故者への相続財産の分与）第１項の規定による相続財産の処分 相続開始地の裁判所
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