
第３章 相続財産の管理

相続財産管理人は、就任後速やかに相続財産の調査を行い、財産目録を作成して

家庭裁判所に提出します。その上で、相続財産の種類や内容に応じて適切に管理・

処分を行いますが、権限外の行為を行う場合は家庭裁判所の許可を得ることが必要

です。一方、相続債権者・受遺者に対しては、官報公告等によって請求申出を促し

ます。相続財産の管理・処分の状況については、家庭裁判所に適宜報告することが

求められます。

＜フローチャート＞

相続財産管理人に就任した場合

第１ 相続財産の調査

書式26 家事事件記録等閲覧・謄写票（申立書等の閲覧謄写）

書式27 照会書（金融機関に対する預貯金調査） DL

書式28 照会書（証券会社に対する取引状況調査） DL

書式29 事情聴取書（申立人等からの事情聴取） DL

第２ 財産目録の作成・提出

書式30 財産目録提出書・財産目録（就任時） DL

書式31 変更相続財産目録提出書・修正財産目録（修正時） DL

書式32 追加財産目録 DL

第３ 相続債権者・受遺者に対する請求申出公告・催告

１ 請求申出の公告

書式33 相続債権者・受遺者への請求申出の催告（官報公告）

DL
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知れたる相続債権者・受遺者がいる場合

２ 請求申出の催告

書式34 請求申出の催告書・債権届出書 DL

相続財産の管理を実施した場合

第４ 相続財産の管理報告

１ 管理全般の報告

書式35 相続財産管理報告書・管理事務経過一覧表（第1回）

DL

書式36 相続財産管理報告書・管理事務経過一覧表（定時報告）

DL

書式37 相続財産管理報告書・収支計算書（不動産の管理状況・

収支状況を報告する場合） DL

２ 財産の管理・処分に関する報告

書式38 相続財産管理報告書（弁済報告） DL

書式39 相続財産管理報告書（賃貸借契約の終了報告） DL

・確認書 DL

書式40 相続財産管理報告書（口座解約の報告） DL

書式41 相続財産管理報告書（貸金庫の開披等） DL

書式42 相続財産管理報告書（動産類の廃棄） DL

３ その他管理報告

書式43 相続財産管理報告書（永代供養と墓地の使用・管理の契

約締結報告） DL

書式44 相続財産管理報告書（相続債権者・受遺者への請求申出

催告の公告報告） DL

書式45 相続財産管理報告書（隣人からの苦情対応に関する報

告） DL

書式46 相続財産管理報告書（管理費用支出） DL
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不動産がある場合

第５ 不動産の管理

１ 表題登記のない建物についての登記

書式47 建物表題登記申請書 DL

２ 権利に関する登記のない不動産についての登記

書式48 所有権保存登記申請書 DL

３ 相続放棄した相続人の相続登記の抹消登記

書式49 相続登記の抹消登記申請書 DL

書式50 登記名義人の氏名変更登記申請書 DL

４ 被相続人の生前に成立した契約に基づく所有権移転登記

書式51 所有権移転登記申請書 DL

５ 無権原占有者への明渡請求

書式52 明渡通知書 DL

６ 表見相続人に対する相続回復請求

書式53 相続回復請求通知書 DL

権限外の行為を行う場合

第６ 権限外行為許可
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１ 権限外行為許可の取得①（相続財産の維持・管理）

書式54 権限外行為許可審判申立書（登記） DL

書式55 権限外行為許可審判申立書（預金解約） DL

２ 権限外行為許可の取得②（相続財産の売買・譲渡・処分）

書式56 権限外行為許可審判申立書（売買） DL

書式57 権限外行為許可審判申立書（無償譲渡） DL

３ 権限外行為許可の取得③（その他）

書式58 権限外行為許可審判申立書（訴訟） DL

書式59 権限外行為許可審判申立書（永代供養料支出） DL
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４ 競売による相続財産の換価

相続財産管理人は、相続債権者及び受遺者に対する配当弁済額が、現金・預貯金の

みでは足りない場合、不動産、動産、有価証券等の相続財産を換価して、配当弁済の

原資を作ることが必要になります。

換価する方法として、民法は形式競売を予定しています（民957②・932）。形式競売は、

相続財産管理人が申立てを行い、担保権実行と同じ方式で行われます。この形式競売

には、相続債権者、受遺者も自己の費用で競売又は鑑定に参加することができます（民

957②・933）。これは、相続債権者、受遺者は相続財産の換価が適正・公平に行われてい

るかにつき重大な利害関係を有するとされているからです。

なお、参加の内容は、上記の目的の達成のためですので、あらかじめ通知を受けて

立ち会い、意見を述べる機会を与えられるのみです。

形式競売以外の方法としては、家庭裁判所の権限外行為許可審判に基づく任意売却

が考えられます（民953・28）。実務においては、任意売却の方が形式競売よりもよい金

額で換価できること、手続も簡便であること、家庭裁判所が権限外行為許可審判の形

で関与することで公正さも図ることができることから、換価は任意売却によることが

一般的です。

＜申立手続＞

作 成 者 相続財産管理人

提 出 先 物件を管轄する地方裁判所

申 立 時 期 配当弁済時に換価が必要なとき

費 用
収入印紙：4,000円、予納郵便切手：各裁判所が定める額、予納金：

各裁判所が定める額

作 成 書 類 形式競売申立書
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書式65 形式競売申立書 DL

競売申立書

令和〇年〇月〇日

〇〇地方裁判所民事部 御中

申立人 被相続人〇〇〇〇相続財産管理人

弁護士 〇〇〇〇 ㊞

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

目的不動産の表示 別紙物件目録記載のとおり

申立ての趣旨

申立人は、民法第957条2項、民法第932条の規定に基づき、上記不動産に対する競売を

求める。

競売の原因である事由

被相続人〇〇〇〇は、令和〇年〇月〇日死亡したが、相続人のあることが明らかでな

いことから、令和〇年〇月〇日、〇〇家庭裁判所により申立人が相続財産管理人に選任

された（〇〇家庭裁判所令和〇年（家）第〇〇号）。

申立人は、今般、相続債権者及び受遺者に対する配当弁済を予定しているが、相続債

権者及び受遺者に対する配当弁済額が管理している現金・預貯金総額に満たない。

よって、被相続人〇〇〇〇相続財産の別紙物件目録記載の不動産を換価したいので、

民法第957条2項、民法第932条の規定より、民事執行法の規定に従い本申立てに及んだ。

以上

添付書類

1 相続財産管理人選任審判の謄本 1通

2 不動産登記事項証明書 〇通

3 相続債権者・受遺者名簿 1通

4 以下 略

※当事者目録・物件目録〔省略〕

＜ポイント＞

相続債権者及び受遺者も自己の費用で競売又は鑑定に参加する機会を保証するため、これ

らの者に対し開始決定通知をするので、請求申出期間内に申し出た相続債権者・受遺者並び

に知れている相続債権者及び受遺者の名簿の提出が必要になります。
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第２ 管理終了報告等

１ 不在者財産管理の終了

不在者財産管理人の管理業務が終了する事由は、民法25条2項、家事事件手続法147

条や不在者財産管理制度の趣旨から次のとおりとされています。

① 不在者本人が財産管理人を置いたとき

② 不在者本人が自ら財産管理をすることができるようになったとき

③ 管理すべき財産がなくなったとき

④ 不在者の死亡がはっきりしたとき

⑤ 不在者に失踪宣告がなされたとき

これらの事由が生じた場合、不在者財産管理人は、管理財産の収支を家庭裁判所に

報告し、管理財産を引き継ぐべき者に対して管理財産の引継ぎを行うことになります。

上記①や②の場合には、本人らの本人確認を行った上で、管理財産の引継ぎを行う

ことになり、上記④や⑤の場合には、不在者の相続関係を調査の上、相続人に対し管

理財産の引継ぎを行います。

なお、相続人が複数の場合、法定相続割合で引き継ぐか遺産分割の結果を待つこと

も考えられますが、相続人の中から管理財産の受領に関する代表者を定めてもらい、

その者に引き継ぐことを検討することも考えられます。

また、相続人が不在の場合には、相続財産管理人選任申立てを行い、選任された相

続財産管理人に対し管理財産の引継ぎを行うことになります。

引継ぎが完了した後、不在者財産管理人は、管理終了報告書を家庭裁判所に提出し、

併せて不在者財産管理人選任処分の取消審判を求めることになります。

＜報告手続＞

作 成 者 不在者財産管理人

提 出 先 選任審判をした家庭裁判所

報 告 時 期 管理業務終了時

費 用 特になし

作 成 書 類 管理終了報告書
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書式113 管理終了報告書 DL

令和〇年（家）第〇〇号 不在者財産管理人選任申立事件

管理終了報告書

令和〇年〇月〇日

〇〇家庭裁判所 御中

不在者〇〇〇〇財産管理人

弁護士 〇〇〇〇 ㊞

頭書事件について、財産管理業務が終了しましたので、ご報告申し上げます。

記

第1 終了事由

令和〇年〇月〇日、〇〇家庭裁判所令和〇年（家）第〇〇号失踪宣告申立事件が確

定し、〇月〇日までに不在者の相続人である〇〇〇〇に対し、財産管理人が保管して

いる財産全て（管理人名義の預金〇〇〇万〇〇〇〇円）を引き継いだ。

第2 管理期間

令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで

第3 管理の計算

1 管理のために要した費用 合計 金〇円

2 管理に伴い受領した金員 合計 金〇円

第4 管理の経過

別紙管理経過一覧表のとおりである。

以上

添付資料

1 失踪宣告審判書 1通

2 管理人名義の預金通帳の写し 1通

3 振込指定書 1通

4 振込先証明書 1通
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（別紙）

令和〇年（家）第〇〇号

管理経過一覧表

（令和〇年〇月〇日〜令和〇年〇月〇日）

令和〇年〇月〇日

不在者〇〇〇〇財産管理人

弁護士 〇〇〇〇 ㊞

年月日 管理事務 収 入 支 出 備 考

（前回までの会計）

〇.〇.〇 事件記録謄写 〇〇〇〇

〇.〇.〇 不在者の預金解約 〇〇〇〇

〇.〇.〇 公租公課の支払 〇〇〇〇

〇.〇.〇 管理人報酬等精算 〇〇〇〇

〇.〇.〇 不在者財産の引継ぎ 〇〇〇〇

今回の合計 〇〇〇〇 〇〇〇〇

総合計 〇〇〇〇 〇〇〇〇

＜ポイント＞

添付資料は、管理財産を引き継いだことを示す資料ですので、動産等の引渡しがある場合

には、それらを明確にするために受領書や印鑑証明書を添付することが望ましいといえま

す。
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