
【機密性２】

収入印紙

８００円分
（申述人１名につき）

８００円分
（子１名につき）

８００円分
（子１名につき）

８００円分
（申立人１名につき）

８００円分
（児童１名につき）

申立手数料不要

　相続の放棄
　相続の承認・放棄の期間の伸長

　（申述人１名につき）
　・８４円切手を　　　３　枚
　・１０円切手を　　　１　枚　　　　　　 　合計２６２円

　遺言書の検認
８００円分

（遺言書１通につき）

　・８４円切手を　　申立人及び相続人（受遺者を含
　　む）の数※申立人が相続人である場合は相続人
　　　　　　　　　として算出してください。

　遺言執行者の選任
　・８４円切手を　　　５　枚
　・１０円切手を　　　５　枚　　　　　　 　合計４７０円

　不在者財産管理人の選任

　・１００円切手を　　８　枚　・１０円切手を　１０　枚
　・　８４円切手を　１５　枚　・　５円切手を　　４　枚
　・　２０円切手を　１０　枚　・　２円切手を　１０　枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　合計２４００円

　相続財産管理人又は不在者財産管理
　人の権限外行為許可

　・１００円切手を　　１　枚　・１０円切手を　　４　枚
　・　８４円切手を　　１　枚　　　　　　　 合計２２４円

　相続人捜索の公告

　特別養子適格の確認

　・　８４円切手を　　３　枚　             合計２５２円

　失踪宣告
　※　危難失踪の場合は，追納が必要

　・５００円切手を　　２　枚　・２０円切手を　１０　枚
　・１００円切手を　　８　枚　・１０円切手を　１０　枚
　・　８４円切手を　１５　枚　・　５円切手を　　１　枚
　・　５０円切手を　　１　枚　・　２円切手を　１０　枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　合計３４３５円

　氏の変更許可
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別表第一審判審判事件（後見等関係を除く。）

事件名 予納郵便切手の内訳

　特別代理人の選任
　（親権者と子の利益相反など）

　（子１名につき）
　・８４円切手を　　１０　枚
　・１０円切手を　　　５　枚　　　　　　 　合計８９０円

　相続財産管理人の選任（相続人不存在）
　・８４円切手を　　１０　枚
　・１０円切手を　　１０　枚　　　　 　　　合計９４０円

　性別の取扱いの変更
　・５００円切手を　　３　枚　・　５円切手を　　２　枚
　・　８４円切手を　　５　枚　・　２円切手を　　２　枚
　・　１０円切手を　　５　枚　　　　　　 合計１９８４円

　子の氏の変更許可

申立人が１５才未満 　・８４円切手を　　　１　枚（子が複数名いても）

申立人が１５才以上 　・８４円切手を　　　１　枚（申立人１名につき）

　児童相談所長による特別養子適格の
　確認

　・５００円切手を　　８　枚　・　５円切手を　　８　枚
　・　８４円切手を　１２　枚　・　２円切手を　　５　枚
　・　１０円切手を　１０　枚　・　１円切手を　　５　枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計５１６３円

（親権者又は保護者１名の場合）
　・５００円切手を　　４　枚　・２０円切手を　　５　枚
　・１００円切手を　　５　枚　・１０円切手を　　５　枚
  ・　８４円切手を　　５　枚　・　５円切手を　　５　枚
  ・　５０円切手を　　５　枚　・　２円切手を　　５　枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　合計３３５５円

　児童福祉法２８条，３３条の承認事件 ８００円分
（児童１名につき）

（親権者又は保護者が１名増えるごとに）
　・５００円切手を２枚，それ以外各５枚を上記に追加
してください。

　名の変更許可

　・８４円切手を　　　５　枚
　・１０円切手を　　　５　枚　　　　　　　 合計４７０円

８００円分
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８００円分
（養親・養子
１名につき）

収入印紙

申立手数料不要

申立手数料不要

申立手数料
８００円分

登記手数料
２６００円分

申立手数料
８００円分

登記手数料
２６００円分

申立手数料
８００円分

申立手数料
８００円分

申立手数料
８００円分

登記手数料
１４００円分

８００円分
（未成年者
１人につき）

８００円分

申立手数料
各８００円分

登記手数料
１４００円分

　特別養子縁組の成立
８００円分

（養子となるべき
者１名につき）

　・５００円切手を　　４　枚　・　５円切手を　　８　枚
　・　８４円切手を　　９　枚　・　２円切手を　　５　枚
　・　１０円切手を　１０　枚　・　１円切手を　　５　枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計２９１１円

　死後離縁許可
　・８４円切手を　　　５　枚
　・１０円切手を　　　５　枚　　　　 　　　合計４７０円

　その他（即時抗告ができるもの）

　・５００円切手を　　２　枚　・　５円切手を　　１　枚
　・　８４円切手を　　５　枚　・　２円切手を　　５　枚
　・　５０円切手を　　１　枚　　　　　 　合計１５８５円
　・　１０円切手を　１０　枚

　その他（即時抗告ができないもの）
　・８４円切手を　　　５　枚
　・１０円切手を　　　５　枚　　　　　 　　合計４７０円

　・８４円切手を　　　１　枚

　養子縁組許可
　・　８４円切手を　１０　枚
　・　１０円切手を　１０　枚　　　　　　　 合計９４０円

登記手数料
１４００円分

（申立手数料
不要）

　・５００円切手を　　３　枚　・　　５円切手を　　４　枚
　・　８４円切手を　　５　枚　・　　２円切手を　　２　枚
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計１９４４円

　・５００円切手を　　５　枚　・　　５円切手を　　５　枚
　・　８４円切手を　　５　枚　・　　２円切手を　　２　枚
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計２９４９円

　財産の管理者の選任＋保佐命令
　　　　　　　　　　　　　　　　 補助命令

審
判
前
の
保
全
処
分

　財産の管理者に対する報酬付与

別表第一審判審判事件（後見等関係）

事件名 予納郵便切手の内訳

　財産管理者の選任
　・　８４円切手を　５　　枚　・　１０円切手を　　５　枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　合計４７０円

　財産の管理者の選任＋後見命令

　　裁判所まで
　　お問合せく
　　ださい。

　・５００円切手を　２枚　　・　８４円切手を　１０枚
　・　１０円切手を　２枚　　・　　５円切手を　　１枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計１８６５円

　・５００円切手を　　３　枚　・　５円切手を　　２　枚
　・　８４円切手を　１０　枚　・　２円切手を　　２　枚
　・　１０円切手を　　６　枚　　　　 　　合計２４１４円

　・５００円切手を　　３　枚　・　５円切手を　　６　枚
　・　８４円切手を　　５　枚　・　２円切手を　　２　枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　合計１９５４円

　代理権付与・同意権付与
　　（基本事件開始後）

基
本
事
件

　後見開始等の取消

　・５００円切手を　　５　枚　・　５円切手を　　４　枚
　・　８４円切手を　１２　枚　・　１円切手を　１０　枚
　・　１０円切手を　１６　枚　　　　 　　合計３６９８円

※候補者が１名増えるごとに１２０３円（５００円切
　 手を２枚，８４円切手を２枚，１０円切手を３枚，
　 ５円切手を１枚）追加

＋代理権付与

＋同意権付与

　・５００円切手を　３枚　　・　５円切手を　　１　枚
　・　８４円切手を１０枚　　・　１円切手を　１０　枚
  ・　１０円切手を　２枚　　　　　　　　合計２３７５円

  保佐開始

　補助開始

　任意後見監督人選任

管
理

　後見開始

　未成年後見人選任

　・５００円切手を　　３　枚　・　５円切手を　　３　枚
　・　８４円切手を　１０　枚　・　１円切手を　１０　枚
　・　１０円切手を　１５　枚　　　　 　　合計２５１５円
※候補者が１名増えるごとに１，２０３円（５００円切手
を２枚，８４円切手を２枚，１０円切手を３枚，５円切手
を１枚）追加
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申立手数料
８００円分

登記手数料
１４００円分

申立手数料
各８００円分

登記手数料
１４００円分

収入印紙

１２００円分

１２００円分
（子１名につき）

収入印紙

１２００円分
（子１名につき）

１２００円分
　（被相続人１名

　　につき）

　　　　・養育費
　　　　・面会交流
　　　　・親権者変更
　　　　・子の監護者の指定
　　　　・子の引渡し

　・１００円切手を　　　　２　枚
　・　８４円切手を　　　１０　枚
　・　１０円切手を　　　１０　枚　　　　　　 合計１１４０円

　　　　　・子の監護者の指定
　　　　　・子の引渡し

　・５００円切手を　　　　４　枚　・１０円切手を　１０　枚
　・１００円切手を　　　　２　枚　・　５円切手を　　２　枚
　・　８４円切手を　　　１０　枚　・　２円切手を　　５　枚
　・　５０円切手を　　　　１　枚　　　　　　 合計３２１０円

　　・５００円切手を　　１　枚　・１０円切手を　　２　枚
　　・　８４円切手を　　６　枚　・　１円切手を　１０　枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計１０３４円

管
理
係
属
中

　居住用不動産処分の許可

　成年被後見人に宛てた郵便物等
　の配達嘱託（回送嘱託）

　特別代理人の選任
　（成年後見人等と本人との利益相
　 反）

　成年後見人等に対する報酬付与

　成年被後見人の死後事務につい
　ての許可

係
属
中

　・５００円切手を　　１　枚　・　１０円切手を　　２　枚
　・　８４円切手を　　５　枚  ・　１円切手を　　１０　枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計９５０円

遺産分割（審判の申立てを含む）

　・１００円切手を　当事者数×３
　・　８４円切手を　当事者数×３
　・　５０円切手を　当事者数
　・　２０円切手を　当事者数×３
　・　１０円切手を　当事者数×５
  ・　　５円切手を　当事者数
　※当事者数とは申立人と相手方の合計人数です。
　※申立人に共通の手続代理人が選任されている場
　　 合，申立人の数は１人として算出してください。

予納郵便切手の内訳

　　　　・夫婦関係調整（離婚等）
　　　　・婚姻費用分担
　　　　・財産分与
　　　　・年金分割
　　　　・親族間紛争の調整
　　　　・遺留分侵害額の請求　など

１２００円分

　（申立人と相手方が各１名の場合）

　・１００円切手を　　　　２　枚
　・　８４円切手を　　　１０　枚
　・　１０円切手を　　　１０　枚　　　　　　 合計１１４０円

　（申立人または相手方が１名増えるごとに）

　・１００円切手を　　　　１　枚
　・　８４円切手を　　　　３　枚
　・　１０円切手を　　　　５　枚　　　　　　 　合計４０２円

別表第二審判事件

事件名 予納郵便切手の内訳

　　　　　・年金分割

　成年後見人等の辞任許可

　成年後見人等の辞任許可＋成年
　後見人等の選任

　成年後見人等の選任
　（追加・欠員補充）

調停事件

事件名

　・　８４円切手を　　１　枚　　・１０円切手を　１　枚

　・５００円切手を　２　枚　　　・　５円切手を　１　枚
　・　８４円切手を　３　枚　　　　　　　合計１２５７円
　※嘱託先が１つ増えるごとに８４円を１枚追加

　・８４円切手を　　　５　枚
　・１０円切手を　　　５　枚　　　　　　 　合計４７０円

　・８４円切手を　　　１　枚

８００円分
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収入印紙

１２００円分

１５０円分
（１通につき）

収入印紙

　　裁判所まで
　　お問合せく
　　ださい。

収入印紙

　・５００円切手を　　　　４　枚　・１０円切手を　１０　枚
　・１００円切手を　　　　２　枚　・　５円切手を　　２　枚
　・　８４円切手を　　　１０　枚　・　２円切手を　　５　枚
　・　５０円切手を　　　　１　枚　　　　　　 合計３２１０円事件係属証明書

（交付を希望する場合のみ）

事件名 予納切手の内訳

　　　　・離婚
　　　　・嫡出否認
　　　　・認知
　　　　・認知の無効
　　　　・親子関係不存在確認
　　　　・離縁　　　　　　　　　　など

　　裁判所まで
　　お問合せく
　　ださい。

　（原告と被告が各１名の場合）
　・５００円切手を　　　　８　枚　・１０円切手を　１０　枚
　・１００円切手を　　　１０　枚　・　５円切手を　１０　枚
　・　８４円切手を　　　１０　枚　・　１円切手を　１０　枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　合計６０００円

　（原告又は被告が１名増えるごとに）
　・５００円を３枚，それ以外各２枚を上記に追加して
　　ください。

　　　　・親子関係不存在確認
　　　　・嫡出否認
　　　　・認知　　　　　　　　　　　　など

審判前の保全処分事件

事件名 予納郵便切手の内訳

特殊調停事件（合意に相当する審判事件）

事件名 予納郵便切手の内訳

　　　　・子の監護者の指定
　　　　・子の引渡し　　　　　　など

　・５００円切手を　　　　４　枚　・１０円切手を　１０　枚
　・１００円切手を　　　　２　枚　・　５円切手を　　２　枚
　・　８４円切手を　　　１０　枚　・　２円切手を　　５　枚
　・　５０円切手を　　　　１　枚　　　　　　 合計３２１０円

訴訟事件
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