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内容 

本書は，平成２９年６月に発行した「家事事件手続法下における書記官事務の運用に関する実証的研究－別表
第一事件を中心に－」に続く「家事調停事件及び別表第二審判事件」の手続を中心とした書記官事務の運用につ
いて事務の法的根拠と目的に照らした合理的な書記官事務の在り方を明らかにすることを目的とした研究報告で
す。 

本書の特徴は，はじめに「家事事件手続法の概要」，第２編及び第３編では「家事調停手続における書記官事務
の総論及び各論」，第４編及び第５編では「別表第二審判手続における書記官事務の総論及び各論」，最後に「こ
れらの手続とも関連する履行確保における書記官事務」が掲載されており適切な事件処理が行えるように工夫さ
れています。 

本書は，先に発行した「別表第一事件」とともに家事事件手続法下における書記官事務の体系的研究の完成を
目指したものであり，家事事件を担当する裁判所職員にとって座右の教本となることはもちろんのこと，家事事件を
担当する弁護士，司法書士等にとっても手離せない一冊です。 
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第２節 審判に対する不服申立て（即

時抗告） 
第３節 審判以外の裁判に対する不服

申立て（即時抗告） 
 

  

第８章 審判の取消し又は変更に関す
る書記官事務 

第１節 概説 
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