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Ⅰ　はじめに

2014年 7月、法務省が戸籍のない人（以下、「無戸籍者」とする）の実態調査を

開始した。その結果、無戸籍者が 0歳から76歳まで、279人いることが判明した1）。

2015年 1月の調査では533人と急増し、うち未成年（以下、「無戸籍児」とする）が
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449人で 9割を占めた。2015年 6月の法務省の調査では、少なくとも626人いるこ

とが明らかになっており2）、 1万人いるともいわれる無戸籍者の早急な把握と、

無戸籍者をめぐる問題解決が必要である。

わが国においては、日本国籍を有する人を一元的に管理し、証明する記録制度

が規定されておらず、戸籍法に基づき作成・管理される戸籍が、事実上の国籍登

録の役割を果たしている。したがって、戸籍がないと選挙権の行使や旅券の取得

ができず、また、血縁関係の証明もできないことから、婚姻や相続も困難である。

そのほかの不利益としては、国民健康保険や国民年金への加入、銀行の口座開設

や印鑑登録、携帯電話や不動産の契約、自動車運転免許の取得ができないことが

挙げられる。憲法22条 1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転

及び職業選択の自由を有する。」と定めるが、無戸籍者は職業の自由が制限され

ており、無戸籍のままでは正社員として働くことができず、日雇いで働くしかな

いのが現実である。例えば、調理師免許の申請の場合には、戸籍謄本又は戸籍の

所在地である本籍が記載された住民票が必要なため、試験に合格したとしても手

続きを完了することができない3）。無戸籍者は、戸籍を有する人が当然に行える

手続きを行えない場合があり、可能な場合でも負担を伴う形でしか行えず、また

手続きの度に無戸籍者であることの理由を明らかにしなければならないのである。

無戸籍者の抱える問題について注目される 1つのきっかけとなったのが、1989

年の44回国連総会において採択され、1990年に発効した、児童の権利に関する条

約（子どもの権利条約）4）である。同 7条は、「児童は、出生の後直ちに登録される。

児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものと

し、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有

する。」と定める。この条約の規定でいう登録とは、戸籍への登録を意味し、同

規定は、出生の後、直ちに戸籍に記載されることを求めている。

国際的には、日本と同様の戸籍制度に基づく登録は現在採用されておらず5）、

欧米には戸籍制度自体が存在しない6）。中国では、親族ごとに戸籍を編製する日

本とは異なり、生活単位である世帯ごとに戸籍が作成されている。今日では戸籍

制度が機能しているのは世界でも日本のみであり、その意味では無戸籍者の問題

は、日本に特有の問題である。

このような無戸籍者をめぐる状況に対して、2015年 3月27日、無戸籍者の問題

解決を目指す超党派の国会議員連盟である「無戸籍問題を考える議員連盟」が、

国会内で設立総会を開いた。自民、民主、維新、公明、共産、社民党などの約30
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人が出席し7）、民法改正を視野に入れつつ、自治体の対応改善など実態に沿った

対策を国に働きかけている8）。さらに、2015年 6月には、法務省内に問題解消に

向けた検討チームを設置したことを明らかにしている9）。

無戸籍者の取扱については、憲法14条の法の下の平等の観点から見て、憲法上

の多くの疑義が存在する。出生時の国籍取得要件10）を満たしているにもかかわ

らず、国籍の証明書である戸籍の有無によって保障される憲法上の権利を有しな

いことがあり、それらは憲法上正当化されないと考える。

そこで、本論文では、まず、戸籍制度の歴史と概要を見た上で、憲法上の権利

侵害の状況を明らかにし、憲法上の権利を保障するための行政の取り組みや裁判

所の判断が、どのような点で問題を有するかを明らかにしたい。そして、最後に

無戸籍者に憲法上の権利を保障する方法について考察を加えることにしたい。

Ⅱ　戸籍制度の仕組み

1　戸籍制度の歴史

わが国における戸籍制度の概要を摑むためには、大宝律令の時代にまで溯るこ

とが必要である。その時代の戸籍制度の特徴は、社会制度の秩序保持及び徴兵、

徴税、労役といった国家に対する義務を賦課するため、その社会を構成する個人

の状況を帳簿上明らかにするという目的を持つものであり、戸口調査制度といえ

るものであった。

中世になると、偽籍や逃亡があると個人を把握できないという律令制の限界か

ら、土地を把握して課税対象とするようになったため、古代の戸籍のような台帳

は作られなかった。江戸時代になると、幕府が宗教調査の目的で定期的に作成を

命じた宗門人別帳が、戸籍の役割を果たした。1825年には長州藩で戸籍法が施行

され、近代戸籍法の原点となった。

産業革命の成功と資本主義の発展に伴い、労働者保護や社会保障など、近代国

家には福祉国家としての役割が要請されるようになった。そこで、単なる人口調

査にとどまらず、身分関係の変動を明らかにし、個人の家族関係及び居住関係と

いう生活実態を詳細に把握することが不可欠となった11）。明治 5年式の壬申戸籍

には、本籍、氏名、年齢や婚姻・縁組などの身分関係を明らかにするとともに、

職業、印鑑、宗旨、犯罪など諸種の行政上の所要事項が登載されていた。

今日の戸籍制度は、1898年の明治31年民法の制定に伴い、根本的な改革が行わ
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れたことでつくられたものである。従来の戸口調査制度から、行政目的ではなく

身分法上の公証のみを目的とする、身分関係公証制度へと変化した。また、家を

単位として、その家に属する戸主と家族の身分関係を明らかにするよう、戸籍を

編製するようになった。そのため、複雑な家庭環境の人には戸籍が作成されない

可能性が出てきたのである。

2　現行の戸籍制度

このような歴史を有する戸籍は、現在日本国籍を有する者の身分に関する証明

ができる唯一の公文書であり、証明書である。戸籍には出生・死亡の年月日、親

子関係、養子関係、婚姻、離婚などの事項が記載されている。親族関係を容易に

把握でき、その公証力が明確であることから、わが国の年金や保険制度といった

福祉行政の基礎資料として、重要な役割を果たしている。

戸籍を規定するのは、民法の手続法とされる戸籍法である。戸籍法 1条にもあ

る通り、戸籍事務は法定受託事務12）であり、国においてその適正な処理を特に

確保する必要があるものとして、必ず法律や政令により、事務処理が義務付けら

れる。これは、国がすべき事務を自治体の窓口が代行していることを意味してい

る。

戸籍の編製には 3つの原則がある。第 1に、戸籍法 6条にある「夫婦同氏の子

同一戸籍の原則」である。夫婦のために 1つの戸籍が編製され、その戸籍に夫婦

間の同じ氏を称する子が記載される。氏が同じ者のみが同じ戸籍に入るという原

理であるため、離婚後に母と子の氏が異なれば、一緒に暮らしていても別々の戸

籍になる。したがって、無戸籍で事実婚状態の女性に子ができた場合、子もまた

無戸籍状態となり、無戸籍の連鎖が発生する（以下、「無戸籍 2世問題」とする）。

なお、無戸籍 2世問題は、2008年 7月にはじめて解消されることとなった13）。こ

のとき解消されたのは、戸籍がないため婚姻届を受理されずにいた大阪府に住む

女性と、女性が出産した 2児の無戸籍状態である。法律婚をしていない場合、子

は通常なら母親の戸籍に入るが、女性が無戸籍のため、戸籍に入ることができな

い。そこで法務省は、子の単独の戸籍を作成する方法を取った。さらに、女性の

無戸籍での婚姻を認め、婚姻届を受理し、夫が子を認知するなどの手続きを経て、

女性が夫を筆頭者とする戸籍に入ることを認めた14）。

第 2に、戸籍法17条にある「三代戸籍禁止の原則」である。戸籍の筆頭者及び

その配偶者以外の者が、同一の氏を称する子又は養子を有するに至ると、その親
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子につき新戸籍が編製される。したがって、祖父母と孫は一緒に入れない。

第 3に、戸籍法20条にある「一夫婦一戸籍の原則」である。二組以上の夫婦が

同一戸籍に記載されることはない。

Ⅲ　戸籍制度の問題点と憲法上の権利

本章では、現行の戸籍制度下において無戸籍者を生む原因となっている規定と、

無戸籍者の権利を保障する役割を果たす住民票制度との関連性を述べた後、憲法

上の権利を保障する行政の取り組みの限界を論じる。

1　嫡出推定制度による無戸籍者の発生

戸籍は、戸籍法49条 1項より、「出生の届出は、14日以内（国外で出生があつた

ときは、 3箇月以内）に」提出され、出生届の提出により、筆頭者の子として戸

籍に記載される。すなわち、出生届が提出されなければ、戸籍は作成されない。

日本国籍を有するすべての子の出生届が受理されれば、無戸籍者は生まれないが、

家庭の事情により、出生届の提出が躊躇される場合がある。そこで、出生届の提

出に支障をきたしている、嫡出推定制度を概観することで、無戸籍者が発生する

原因について確認しておきたい。

嫡出推定制度とは、民法772条で規定される、婚姻届を提出した夫婦間におい

て、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子はその夫の子であると推定する制

度である15）。この規定により、夫以外の男性との間に生まれた子であっても、出

生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになる16）。この場合、母親

としては子の出生届を出したいところだが、そうするとその子は元夫、離婚が成

立していなければ夫（以下、便宜上、婚姻中であっても「元夫」と表記する）の子と

して戸籍に記録される。子にとっては真の父親でない元夫の戸籍に入らなければ

ならず、また元夫にとっては、実の父親ではないのに子を自分の戸籍に入れなけ

ればならない。そのような事態を避けるため出生届を提出しない場合があり、そ

の子は無戸籍となってしまう。

なお、未婚の場合は嫡出推定が及ばず、父親欄を空白とした母親の戸籍に入る。

置き去りにされ、両親がわからない子の場合は、生年月日を推定し、本籍地は乳

児院や児童養護施設、姓は保護した人物や申し立てた人物から取り、家庭裁判所

に就籍許可を申し立てる17）。したがって、無戸籍となる可能性が高いのは、婚姻
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中、もしくは離婚後300日以内に生まれた子であり、「嫡出推定が及ぶが、嫡出推

定とは実の父親が異なる子」ということになる。本論文ではそのような子を無戸

籍者の前提とする。

嫡出推定制度は、法律上の父子関係を早期に確定するとともに、夫婦間の秘事

を公開する不都合を避け、家庭の平和を尊重し、子の福祉を図る目的で設けられ

た。同規定がないと、法律上の父子関係を否定することが容易になる。法務省は

ホームページ上で、父の死後に、他の相続人から父の子であることを否定される

といった事態や、第三者から、子の血縁上の父が母の夫以外の男性であるという

主張がされることにもなり得ると指摘している18）。主張の真偽にかかわらず、主

張自体が家庭内の平穏とプライバシーを害するものであり、これによって家庭が

崩壊するといった事態も生じかねない。

また、認知さえすれば誰が父親でもよいということはなく、原則としては出産

した女性の夫を父とする、婚姻関係重視の現行規定は必要であると考える。した

がって、嫡出推定制度を撤廃せずに、出生届が受理されるよう、対策をすること

が求められている。

2　住民票制度との関連性

出生届が受理されることにより作成される公文書には、戸籍のほかに住民票が

ある。総務省は、記載の正確性の確保及び二重登録の防止などの観点から、戸籍

と住民票は相互の連携・一致が基本であるとの見解を示しており、住民票の作成

には戸籍があることが前提であるとされている。

住民票は、住民基本台帳法に基づき、居住地である自治体において、居住関係

を公証する目的で作成される書類である。氏名、生年月日、性別、住所などが記

載され、個人を 1つの単位として、 1つの世帯ごとに編製される。自治体の固有

事務である選挙人名簿への登録19）、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、

国民年金の被保険者資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の作成、生

活保護及び予防接種、印鑑登録に関する事務処理のために利用されており、住民

票への記載により、憲法15条の選挙権の行使や、26条の教育を受ける権利の享受

などが可能になる。

このように、生活に関わる多くの憲法上の権利は住民票に基づいて享受できる

ことから、関係各省庁は、戸籍がなくても住民票があれば、条件付きで権利を行

使できるように通達を出すなどの対策をとっている。しかし、無戸籍者に対して
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特例で住民票を作成することについては、自治体に判断が委ねられている。住民

基本台帳法施行令12条では、「市町村長は、法第四章又は法第四章の三の規定に

よる届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを

知つたときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、第 7条から第10条

までの規定による住民票の記載等をしなければならない。」と規定があり、自治

体による住民票の職権記載を認めている。東京都足立区では、この規定に基づき、

2007年に無戸籍児に住民票を作成した例がある。総務省も法令上黙認しており、

2008年 7月には、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の 4第 1項に基づい

て、「①出生証明書や母に係る戸籍謄抄本により、日本国籍を有することが明ら

かで、②民法第772条の規定に基づく嫡出推定が働くことに関連して、出生届の

提出に至らず、戸籍の記載が行われない者について、③認知調停手続など外形的

に戸籍の記載のための手続が進められている場合には、将来的に戸籍の記載が行

われる蓋然性が高いと認められるものとして、市区町村長の判断により、職権で

住民票の記載を行うことができる」20）という技術的助言をした。

一方で、Ⅳで言及するが、東京都世田谷区では、市町村長の職権による記載を

認める通知がされた後も、無戸籍者に住民票作成を認めなかった例がある。住民

票の扱いについては、法定受託事務ではなく自治事務として、自治体によって異

なる運用がなされてきたが、自治体ごとに扱いが異なれば、憲法14条 1項の法の

下の平等に反するのではないだろうか。自治体レベルでの無戸籍者への対応が是

正されない限り、根本的な救済にはつながらない。法的拘束力を持たない通達で

はなく、法整備によって、職権による住民票記載が全自治体に浸透することが理

想であるといえよう。

このように、戸籍と相互の連携・一致が基本とされる住民票もまた、前節の嫡

出推定規定と同様に、無戸籍者問題の解決に向けて検討されるべきである。

3　憲法上の権利を保障する行政の対応の限界

ところで、兵庫県明石市は、無戸籍者問題に積極的に取り組んでいる自治体で

ある。無戸籍者の「満 1歳までの100％把握」を目標に、2014年10月、市民相談

室に「無戸籍者のための支援窓口」を開設21）し、 6人の無戸籍者を把握した22）。

2015年 9月には、無戸籍者を把握するための、市の職員11名で構成される部署横

断的な検討チーム「総合支援タスクフォース」が発足した。無戸籍者やかつて無

戸籍だった人、支援者を交えた総合支援検討会議を開催し、市のほか大学教授や
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弁護士、法務省、日本弁護士連合会などの関係機関も加わって、支援策や関係機

関の連携を探っている。

このように無戸籍者問題に積極的に取り組む自治体もあるが、以下では、行政

の対応が不十分であるために無戸籍者が憲法上の権利を十分に行使できない状況

に置かれており、かつ、未だ最高裁が判断を示していない 4つの場面について指

摘することで、無戸籍者問題の喫緊性をいま一度明らかにしておきたい。なお、

無戸籍者問題に関して、裁判所が判断を示したケースについては、Ⅳにおいて詳

細に取り上げることとしたい。

（ 1 ） プライバシー権

戸籍と住民票は、行政機関によって管理されている個人情報であり、取得に際

しては、13条のプライバシー権23）の対象となる。戸籍を取得できるのは、請求

する戸籍に記載されている人、またはその配偶者、直系親族である父母・祖父母

や、直系卑属である子・孫などである24）。戸籍は血縁関係が分かる書類であるか

ら、戸籍を取得すると、子の有無など家族構成を把握することができる。

この問題点は、例えば元夫から DVを受けて逃れていた場合でも、元夫が戸籍

や住民票を取得すれば、子の存在や居場所を知ることができることである。その

ため、出生届を出したくても出せず、無戸籍児となってしまう。総務省は、住民

票の取得を制限できるよう、配偶者からの暴力（DV）、ストーカー行為等、児童

虐待及びこれらに準ずる行為の被害者は、申出等によって、住民基本台帳の閲覧

等を制限できるようにした25）。戸籍については交付制限の対象外であるが、現住

所が判明しないよう、附票の写し26）については制限ができる。

この措置は、被害を受けていた妻の救済にはつながるだろう。一方で、元夫に

も、13条で保障される自己の情報を知るプライバシー権がある。ここで、妻と別

の男性との間に子が生まれた場合を考えてみたい。元夫に事実を隠すため、妻が

一方的に DV被害を受けたと主張し、交付制限を受けることができる。したがっ

て、妻の証言だけをもとに交付制限を加えることにもなお疑問が残る。暴力をふ

るう、ふるわないにかかわらず、自身の戸籍に記載される子の情報が知らされな

いこと、また知らされないにもかかわらず将来的に自身の財産相続に関わるなど

ということは、元夫にとって大きな不利益ではないだろうか。交付制限は、妻と

元夫の双方の主張を聞いたうえで、慎重になされるべきである。自治体の判断の

みによらず、民事調停の場における解決も求められる。
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（ 2 ） 海外渡航の自由

海外渡航の自由は、外国への移住に類似するものとして、憲法22条で保障され

るのが通説である27）が、日本国籍を有することを証明できない無戸籍者には、

旅券の発給がされない。2007年 6月、無戸籍者に条件付きで旅券を発給できるよ

う、外務省が省令を改正した。旅券の名前記載を、民法772条及び790条の規定に

より定まる法律上の姓とすること、親子関係確認手続が家庭裁判所で行われてい

ること、人道上やむをえない事情で海外に行かなければならないことのすべての

要件を満たすことを発給条件としている。2008年 9月、この改正により全国で初

めて無戸籍者 2名に旅券が発給された。

Ⅱの無戸籍 2世問題で取り上げた大阪府内の女性が、そのうちの 1人である。

この女性は、無戸籍のままでの婚姻が認められており、法律上の姓が夫の姓で

あったため、申請に抵抗がなかったとみられる。しかし、無戸籍者の多くの場合、

発給される旅券の名前の記載は、母親の元夫である法律上の父の姓となる。通常

使用していない姓が旅券に刻まれることへの心理的な負担の重さや抵抗感を考慮

できない点が、課題として残る。

（ 3 ） 婚姻の自由

婚姻など家族関係について記載がある憲法24条について、佐藤幸治名誉教授は、

「家族の形成・維持に関わる事柄の根本は、個人の自己実現・自己表現という人

格的価値を有するが故に、人格的自律権（自己決定権）にある」28）と指摘している。

24条の解釈は未だ定まっていないが、婚姻の自由も憲法上保障されるべき権利で

あることに変わりはない。

Ⅱで述べた無戸籍 2世問題の発生にあたって、子の戸籍の作成だけでなく、無

戸籍者である母親の婚姻も認めるという解決策が示された。事実婚を余儀なくさ

れていた無戸籍者にとって、法律婚が認められたことは大きな意義がある。しか

し、今回の事例では、子が誕生したことがきっかけとなり、子の救済過程で婚姻

が認められたにとどまった。

法務省は、無戸籍者を夫婦の一方とする場合について、相手方の氏を夫婦が称

する氏とする届出であり、母子関係のあることを証する出生証明書や母子健康手

帳などの添付書類から、婚姻要件を満たすことが認められるときは、婚姻の届出

が受理されるとしている。しかし、夫婦の両方が無戸籍である場合や、母子関係

を証明する書類がない場合は、結婚が認められないままである。無戸籍者全員に
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婚姻そのものが認められたわけではなく、無戸籍者の婚姻の自由の保障には課題

が残っている。

（ 4 ） 教育を受ける権利

2015年の文部科学省の調査で、無戸籍の小中学生142人のうち、 1人は学校に

1度も通っておらず、 6人が学校に行っていない期間があったことが判明した。

教育を受ける権利は、憲法26条で、「すべて国民は、法律の定めるところにより、

その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と保障されているに

もかかわらず、戸籍や住民票がないと享受できない場合がある。

また、先の文部科学省の調査では、35％である49人は就学援助を受けている低

所得層だったことが明らかになった。中でも生活保護世帯は約12％の17人で、全

小中学生の平均割合の 8倍以上である29）。

2006年 4月10日、総合法律支援法30）に基づき設立された、法務省所管の公的

な法人である日本司法支援センター（法テラス）は、戸籍に記載するための裁判

費用の立て替えに応じている。無戸籍でも、出生証明書や母子手帳、母親と一緒

に写っている写真などで日本人であることが推認されれば利用できる。しかし、

文部科学省の調査結果で明らかになったように、経済的に余裕がなく、返済の見

通しが立たない無戸籍者が多いため、「民法772条による無戸籍児家族の会」31）は、

返済義務のない援助を要望している。無戸籍者問題は、当事者だけで容易に解決

できるものではなく、法律家や金銭の支援を多く必要としている。戸籍の作成に

より憲法上の権利が保障されることは、生活するうえで必要不可欠であり、立て

替えではなく返済義務のない支援32）、合わせて就学支援の必要性が高い。

以上、 4つの権利の行使が阻害されている点について指摘してきたが、無戸籍

という地位ないし身分を理由として、憲法上の権利行使が制限されている現状は、

早急に解決されなければならないものであることが改めて明らかとなったと思わ

れる。

Ⅳ　裁判所の判断

前章で述べたように、行政の対応により無戸籍者の権利を保障するには限界が

あり、これに対する司法の判断もまた、無戸籍者の権利保障につながっていない

のが現状である。本章では、住民票と嫡出推定制度に関する最高裁の 3つの判例
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と、戸籍法に基づく簡裁の決定を批判的に考察する。判決の問題点を指摘するこ

とによって、無戸籍者問題の解決策の足がかりを得たい。

1　住民票不記載処分取消等請求事件

まず、出生届が受理されないために住民票が作成されないことの違法性が争わ

れた、住民票不記載処分取消等請求事件33）の最高裁判決を見ていきたい。

（ 1 ） 概　要

本件の事実概要は以下の通りである。事実婚の夫婦が、嫡出でない子との表記

を避けるために、父母の続き柄欄を空欄にしたまま、世田谷区に子 X 1の出生届

を提出しようとした。世田谷区長はこれに対し補正を求めた上で、父母との続き

柄を「嫡出でない子・女」と認める等を記載した付せんを届書に貼付するという

内部処理（以下「付せん処理」とする）により受理する方法を提案した。しかし、

この提案も夫婦が拒否したため、区長は届出を受理しなかった。そこで、事実婚

の夫婦が、本件不受理処分の取消しおよび出生届の受理を求めて不服申立てをし

たものである。また、住民票の記載の申出もしたが受け入れられなかったため、

住民票記載の義務付けと損害賠償を求めて出訴した。

本件において、上告人の父 X 3は、既に区長に本件出生届の受理を命ずること

を求める家事審判の申立てをしており、東京家裁、東京高裁ともに棄却の決定を

している。2006年 9月 8日の最高裁の決定により、特別抗告も棄却されたが、上

告人母 X 2はその後も依然として適式な出生届を提出していなかった。最高裁は、

出生届を提出しさえすれば住民票に記載されるのであるから、住民票に記載され

ないことについて、出生届を提出しない X 2に責任があることは明らかであると

判断した。また、区長が X 2 X 3の信条に配慮し、付せん処理の方法による出生届

の受理を提案していたにもかかわらず、X 2 X 3がこの付せん処理を拒否したこと

について、やむを得ない合理的な理由や特段の事情とは認めず、X 2 X 3の請求を

棄却した。

（ 2 ） 判決の問題点

本判決では、上記に加え、子が未成年のため、選挙人名簿に登録されない不利

益はなく、手続きをすれば通常の行政サービスも受けられると指摘し、「住民票

の記載がされないことにより当該子に看過し難い不利益が生じているとはうかが
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われないことなどの事情下では、住民基本台帳法上違法ということはできず、国

家賠償法上も違法ではない」と示された。

公職選挙法附則第 2項に、「戸籍法（昭和二十二年法律第224号）の適用を受けな

い者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。」との記載がある。皇族に

選挙権がないことを念頭に置いたものと考えられるが、無戸籍者もこの適用を受

ける。戸籍はなくても日本国籍の取得要件は満たしており、日本国民であるが、

日本国籍を有することを証明できず、選挙権を行使できない。

確かに未成年である間は選挙権がないため、選挙人名簿に登録されない不利益

はない。しかし、投票が可能な年齢に達した後に戸籍が作られるとは限らない中、

現在の選挙制度の下で住民票を選挙権付与の要件としている以上、「子が未成年

のため、選挙人名簿に登録されない不利益はない」とする本判決は、妥当であっ

たのだろうか。

横田光平教授は、判決について「選挙人名簿の登録につきいまだ不利益が現実

化していないからといって、その後適式な出生届が提出されるまで十何年にもわ

たりあえて不便な手続きを続けた後に住民票に記載するなど、常識的に考えてお

よそ合理的な行政活動のあり方とは思えない」としている34）。

2015年 6月17日、改正公職選挙法が成立した。2016年 6月19日以後に公示され

る国政選挙から、選挙権は18歳以上に引き下げられる。無戸籍児は、成年に達す

ると自身を戸籍に入れるための手続が可能となる35）が、成年に達するまでの 2

年間、無戸籍児は選挙権を行使したくてもできない状況に陥る可能性がある。ま

た、母親の元夫を巻き込んで手続きをしなければならない場合があり、成年に達

したからといって、無戸籍児全員が手続きできるわけではない。

したがって、まだ成年に達していない段階では不利益がなくても、将来にわ

たっても戸籍が作られず、無戸籍状態が続く可能性があることに変わりはない。

選挙権を得る年齢に達しても投票ができないという不利益が生じる前に、住民票

を作成し、選挙人名簿に登録するのが、むしろ妥当ではないだろうか。「現在不

利益がないから住民票を作成しない」という世田谷区の対応と最高裁の判断は、

無戸籍者の権利を守るうえで不十分だと考える。

2　住民票記載義務付け等請求事件

次に、戸籍法49条 2項 1号36）のうち、出生届に子の男女の別及び嫡出子又は

嫡出でない子の別の記載を定めた規定が合憲との判断がはじめて示された、 住民
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票記載義務付け等請求事件37）を検討したい。

（ 1 ） 概　要

本件は、子の出生届に非嫡出子と記載しなかったため、出生届を受理されな

かった前述の夫婦らが、東京都世田谷区を相手に住民票作成を、国などに損害賠

償を求めた訴訟である。

最高裁は区の作成義務を認めず、原告である夫婦らの請求を退けた。また、以

下のような理由で、戸籍法は法の下の平等を定めた憲法14条 1項に違反するもの

ではないと示された。「民法及び戸籍法において法律上の父子関係等や子に係る

戸籍上の取扱いについて定められている規律が父母の婚姻関係の有無によって異

なるのは，法律婚主義の制度の下における身分関係上の差異及びこれを前提とす

る戸籍処理上の差異であって、本件規定は、上記のような身分関係上及び戸籍処

理上の差異を踏まえ、戸籍事務を管掌する市町村長の事務処理の便宜に資するも

のとして、出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきこ

とを定めているにとどまる」。「民法及び戸籍法において『嫡出でない子』という

用語は法律上の婚姻関係にない男女の間に出生した子を意味するものとして用い

られているものであり、所論は法令上のかかる用語についてその表現の当否を論

ずるに帰するものであって、採用することができない」。「本件規定それ自体に

よって、嫡出子と嫡出でない子との間で子又はその父母の法的地位に差異がもた

らされるわけではない」から、14条 1項の法の下の平等には反しないという判断

である。

なお、本判決には、櫻井龍子裁判官の補足意見がある。櫻井裁判官は、出生届

の記載の仕方という子本人の意思では左右しがたい事情に起因する無戸籍状態の

ために、子自身に種々の不利益や不便さが生じるという事態は、確実に避けられ

るべきであるとし、嫡出子か非嫡出子かは他の方法でも知り得るため、必ずしも

事務処理上不可欠な記載とまではいえないとの判断を示した。

（ 2 ） 判決の問題点

「本件規定それ自体によって、嫡出子と嫡出でない子との間で子又はその父母

の法的地位に差異がもたらされるわけではない」という判断について、疑問を呈

したい。なぜなら、現在は戸籍の続き柄を記載する際に、嫡出子と非嫡出子の別

を分けておらず、櫻井裁判官が指摘する通り、嫡出子か非嫡出子かは、事務処理



78　政治学研究55号（201６）

上不可欠な記載とまではいえないからである。規定によって法的地位に差異がも

たらされることがなくても、不可欠ではない記載のために出生届が受理されない

という事態が発生しないよう、出生届の形式を見直し、子の男女の別及び嫡出子

又は嫡出でない子の別の記載を定めた欄を削除するべきだと考えられよう。

3　親子関係不存在確認請求事件

DNA鑑定で明らかに元夫とは別の男性との間の子だと証明された場合、法律

上の父子関係はどう規定するべきであろうか。本節では、科学的事実よりも法律

関係を重視する、わが国の法律婚主義について考察を加えたい。

（ 1 ） 概　要

2014年 7月17日、最高裁は、DNA鑑定で血縁関係が99.99％ないことが判明し、

また、元夫と妻が既に離婚して別居し、子が妻及び生物学上の父の下で順調に成

長しているという事情があったとしても、法律上の父子関係は無効にできないと

の判断をはじめて示した38）。

山浦善樹裁判官は、補足意見として、DNA検査の結果に基づき子の将来を決

めてしまうことへの懸念を指摘し、子の意思を確認することもなく、その父子関

係を決めるのは適切でないとした。裁判所が、私的に行われた DNA検査の結果

を見て、「生物学上確実な事実が判明した以上は仕方がない」という姿勢をとる

ならば、DNA検査の結果だけが法廷を支配するとの危惧も示している。

一方、金築誠志裁判官は反対意見として、血縁関係により同居している父との

父子関係のほうが、より安定的、永続的といってよく、親子関係不存在確認の訴

えを認めないことは、子から父を求める権利を奪っている面があることを軽視す

べきではないとした。また、法律上の父の相続問題が起きた場合、他の相続人が

納得しないであろうことも指摘している。ただし、科学的証拠により父子関係が

否定された場合にすべて認めてよいのではなく、本件のように、夫婦関係が破綻

して子の出生の秘密が露わになっており、かつ生物学上の親子関係を確保できる

状況にあるという要件を満たす場合に、親子関係不存在確認の訴えを認めるとい

う考えを示した。

白木勇裁判官の反対意見も、本件においては、夫婦関係が破綻して子の出生の

秘密が露わになっており、かつ、血縁関係のある父との間で法律上の親子関係を

確保できる状況にあるという点を重視して、親子関係不存在確認の訴えを認める
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のが相当であるとしている。さらには父子間の血縁の存否を明らかにし、戸籍の

上にも反映させたいと願う人としての心情も法律論として無視できないと指摘し

た。

（ 2 ） 判決の問題点

親子関係の確定に際し、血縁関係より法律関係を重視することは、果たして時

代に即しているのだろうか。民法772条が制定された1898年に比べ、多様な家族

観が誕生し、DNA鑑定の精度が向上した。子の父親が誰であるかを、科学を用

いて客観的な事実として知ることが可能になった現在、法律関係を重視して早期

に父親を確定することが子の利益につながるとは限らない。血縁関係が DNA鑑

定という科学的証拠により明らかになった時点で、家庭内の平穏とプライバシー

は既に守られていない。家庭の平和の尊重を目的とするのであれば、事実に基づ

く血縁の親子関係のほうが納得できるのではないだろうか。親子関係というプラ

イバシー性の高い、私的な領域であるからこそ、心情面への配慮がより求められ

るべきである。

4　戸籍法違反による過料

（ 1 ） 概　要

2015年 9月、藤沢簡裁は、出生後14日以内に届け出をしなかったとして、娘の

出生届を役所に提出した母親に対し、「正当な理由がなくて期間内にすべき届出

又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する」とした戸籍法135条 1項に

基づき、過料 5万円を科す決定を出した。

この母親は、別の男性との間に生まれた娘の戸籍が、事実上の離婚状態にあっ

た夫の子として作られることを恐れ、娘の出生届を出せずにいた。2014年に離婚

が成立し、娘の血縁上の実父に親子関係を認めてもらう認知の審判により、2015

年 6月に親子関係が確定した。そこで、審判の翌日に、33年間出せずにいた娘の

出生届を自治体窓口に提出したところ、自治体から届出期間超過の通知を受けた

簡裁が、「子と母親の親子関係は出生時に確定しているため、届出期間を過ぎた

正当な理由とならない」と判断し、 8月付で母親に過料を科す決定を下した。簡

裁が母親側の異議申し立てを退けたため、母親側は同月に弁護団を結成し、横浜

地裁に即時抗告した39）。2016年 1月、横浜地裁は母親側の主張を全面的に認め、

藤沢簡裁の決定を取り消す判断を下した40）。
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（ 2 ） 決定の問題点

この決定は、無戸籍者本人ではなく、無戸籍者の母に対して過料を科したもの

であるが、無戸籍者本人にとっても不利益がある。届出や相談がない限り、自治

体が無戸籍者の実態を把握するのは極めて難しい。したがって、母親にとっては、

無戸籍者であることを届け出ず、無戸籍状態のままにしておくほうが、行政上の

処分を受けなくてよいということにもなりかねない。当判決では、届出期間超過

の理由が正当な理由とはされなかったが、果たしてそうであろうか。自身の元夫

の子として出生届を提出することを躊躇う母親の心情を理解することは難くない。

子の出生届を提出できずにいる理由が正当であるからこそ、行政も無戸籍者問題

の対応に積極的に取り組んでいるのではないだろうか。正当であると認められる

余地があれば、29条の財産権の侵害にあたることも考えることができ、憲法上の

権利の問題となる。今回は横浜地裁で取り消しの判断が下されたものの、今後も

同様の決定がなされることがないよう、統一の基準が求められるだろう。

以上の検討から、最高裁が現状で提示している見解では、無戸籍者に関する問

題解決に対して不十分であると言わざるを得ない。それでは、どのようにしてこ

の問題の解決を図るべきだろうか。この点については、章を改めて検討する。

Ⅴ　無戸籍者問題の解決策

前章で取り上げた問題点の解決策は、大きく分けて 3点ある。 1点目は、無戸

籍者の憲法上の権利を保障できるよう、住民票を扱う自治体の対応を強化するこ

とである。 2点目は、血縁上の実の父親を法律上の父とすることができるよう、

嫡出推定を覆す手段を多く用意することである。 3点目は、日本国籍を有するす

べての子に戸籍が作成されるよう、戸籍にまつわる諸制度を変更することである。

以下、この 3つの解決策を主張したい。

1　住民票による対応強化

Ⅲで説明したように、戸籍と住民票の記載は一致することが原則であるが、こ

の点については、戸籍と住民票のいずれも作成されないことは正当化されないと

考えるべきである。当時最高裁判所調査官であった清野正彦氏によれば、父また

は母が出生届の提出に応じない場合、市町村において当該子につき住民票の記載

をしないことが直ちに違法と評価されるか否かという問題に関しては、次の 3つ
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の基本的な考え方がある41）。

第 1は義務否定説であり、これは、職権調査による方法で住民票の記載をすべ

きことが義務付けられることはないという考え方である。戸籍の記載と住民票の

記載とを厳格に一致させるために制度を設けた以上、その趣旨を貫徹すべきであ

るという立場をとる。

第 2に、住民票不記載処分取消等請求事件でも用いられた、限定肯定説がある。

この第 2の説では、まず、職権調査により住民票の記載が義務付けられるのは、

当該父又は母において、出生届の提出を懈怠していることについてやむを得ない

合理的な理由がある場合や、住民票の記載がされないことにより当該子に看過し

難い不利益が生ずる可能性がある場合とする。したがって、届出の催告等による

方法によって住民票の記載をすることが、社会通念に照らし著しく困難であり又

は相当性を欠くなどの特段の事情がある場合に限られるとする考え方である。

第 3は原則肯定説であり、出生届の提出に応じない以上、職権で住民票の記載

をすべきことが法によって義務付けられるとする考え方である。

この 3つの説を前提とすれば、第 3の原則肯定説を採るべきであろう。Ⅱで言

及した通り、戸籍は身分公証、住民票は居住公証と、制度目的が異なる。また、

戸籍がなくても住民票が作成された例があり、住民票作成において戸籍が必須と

は言い切れなくなった。住民票に記載されれば、戸籍がなくてもほとんどの権利

を享受することができるため、住民票への記載を法的に義務付けることができる

原則肯定説を採ることで、統一的な解決を図ることが可能となる。たとえ戸籍が

なくても、当該地域に居住している事実が確認できるのであれば、住民票に記載

して当該子を把握し、行政サービスを受けることができるようにするべきである。

2　嫡出推定を覆す手段

嫡出推定が及ばなければ、母親の子、もしくは別の男性の子としての出生届の

提出が可能になり、子は戸籍に記載される。そのため、嫡出推定制度を撤廃せず

に、無戸籍者問題を解決する方法も考えられる。

元夫ではなく、血縁上の父を法律上の父としたいと希望する場合、嫡出推定を

覆す裁判を起こす必要がある。「推定される嫡出子」について、元夫が自分の子

ではないと主張する方法は、原則として嫡出否認訴訟しかない。嫡出否認訴訟の

提訴権者は元夫だけであり、それ以外の者は嫡出否認訴訟を提起することができ

ず、また元夫も、嫡出否認訴訟以外の方法では子を自分の子でないと主張するこ
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とができない。嫡出否認訴訟の提訴期間は、子の出生を知ったときから 1年以内

と短い。嫡出否認の裁判は、元夫が当事者として関与するため、元夫から DV被

害を受けていた妻にとっては、訴えを起こしづらいという問題がある。

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても、元夫が長期の海外出張、

受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が元夫の子を妊娠する

可能性がないことが客観的に明白である場合には、「推定が及ばない嫡出子」、な

いし「推定を受けない嫡出子」として、民法772条の推定を受けず、家庭裁判所

に親子関係不存在確認調停の申立てをすることができる。また、婚姻成立後200

日が経過する前に生まれた子、または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300

日を過ぎて生まれた子は、「推定されない嫡出子」となり、元夫が自分の子でな

いと主張する方法は、嫡出否認訴訟ではなく、親子関係不存在確認訴訟になる。

しかし、法務省民事局の調査によれば、最後まで元夫の協力が得られず、審判に

至らない場合が 2割あるという。

元夫の子であるとの推定を受けない場合には、元夫が当事者として関与するこ

とがないよう、新たに強制認知という方法を取ることが可能になった。これは、

血縁上の実の父に対し、子が原告となり、認知するよう求める訴えを起こすもの

である。15万円ほどの DNA鑑定費用や裁判費用に加え、裁判に 2～ 3カ月を要

するが、元夫との接触が避けられる手段としては有用である。

ここで、いかなる場合に嫡出推定が及ばないとされるかという点に関しては、

学説が 4つある42）。第 1に、判例でも採用されている外観説である43）。外国滞在

や刑務所に入っていた場合などの元夫の不在、事実上の離婚など、夫婦間の同棲

の欠如の場合に適用排除を限定する。

第 2に、父子間の血液型の違背のように、科学的・客観的に父子関係の不存在

が証明された場合にも広く適用排除を求める血縁説である。しかし、医療技術が

進歩した現代だからこそ、血縁説は採用することができない。精子や卵子の提供

による代理出産についても考慮しなければならないからである。

第 3に、血縁説の説く場合のうち子の母と夫との家庭の平和が失われていると

きには適用が排除されるとする家庭破綻説である。すなわち、夫婦関係が継続し

ている間は嫡出推定が及ぶが、家庭が破綻した後は、血縁説の観点から問題を解

決する。

第 4に、夫と母と子の三者の合意があれば排除されるとする合意説である44）。

この点については、家庭破綻説や合意説を用いながら、元夫の子であるという
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推定を受けない領域を拡大し、強制認知の方法をより多く取れるようにするべき

だと考える必要があろう。子の幸福のために親子関係を確定するという嫡出推定

制度の本来の趣旨に沿って、家族形態の変化に即した対応が求められている。

3　暫定的な戸籍の作成

前節で住民票と嫡出推定制度に関わる解決策を述べたが、旅券取得や婚姻など、

住民票だけでは解決できない憲法上の権利があり、嫡出推定を覆す方法もまた、

裁判で認められなかった場合には戸籍の作成がされず、無戸籍状態が続く。そこ

で、最も有効な解決策は、父親の確定より先に、まずは何らかの形で子が戸籍に

記載されることであると考える。二宮周平教授は、「将来的には法改正が必要だ

が、婚姻中や離婚後300日以内でも、母親が父を空白にした出生届を提出すれば

夫や前夫の推定が及ばないとする通達を出すことは可能だ」としている45）。水野

紀子教授は、「夫の子ではないという『婚外子』としての出生届を母親が出せる

ようにするなど、別の対策を検討すべきだ」と提言している46）。

このように、出生届の受理の要件を変更することも 1つの選択肢として必要で

あるが、本論文では、無戸籍者の憲法上の権利保障に最も有効で、かつ実現可能

性の高い解決策として、母親の子として暫定的な戸籍を作成し、無戸籍者を生ま

ないという根本的な解決策を提唱したい。この解決策については、棚村政行教授

が、「『母親の子』として自治体が暫定的に戸籍を作成できるような仕組みを検討

するべきだ」と指摘したうえで、戸籍に両親の名前の記載を求めている戸籍法の

改正を提唱している47）。

棚村教授が「暫定的」という表現を用いているように、あくまで暫定的な戸籍

にとどめ、いずれは父親欄を埋めるべきである。なぜなら、嫡出推定が及ぶ法律

上の父についても配慮が必要なことを忘れてはならないからである。あくまでも

法律上は夫であり、子の父親となる権利があるため、元夫の介入なしに、母親の

一存で父親が決まってしまうことは望ましくない。父子関係の当事者はあくまで

も元夫と子であり、母親の意思だけで決定することは子だけでなく元夫の不利益

にもなる。子の福祉を最大限図るためには、父親の確定に時間を要するという問

題点はあるものの、子が自身で判断を下せるようになってから、法律上の父親を

確定しても遅くはない。

ただし、暫定的な戸籍の作成だけで無戸籍者問題を解決することはできない。

戸籍があるからといって、住民票への記載や父親の確定が必ずなされるわけでは
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ないからである。そこで、これら 3つの解決策がすべて採られることにより、無

戸籍者の憲法上の権利保障がなされると考えられよう。

Ⅵ　結　び

これまで論じてきたように、無戸籍者問題は極めて複雑であり、法が家庭の事

情に踏み込むには限界があるが、各自治体の行政上の努力で無戸籍者の憲法上の

権利が守られるという考え方ではなく、積極的な法制度の整備が必要であると考

える。

筆者は、戸籍と住民票の記載については、どこに住んでいても同じ対応でなけ

ればならず、法的拘束力を持った統一基準である法が必要だと考えている。しか

し、住民票の作成だけでは、根本的な問題解決にならない。たとえ住民票に記載

され、戸籍のある人と変わらない行政サービスを受けることができたとしても、

戸籍のある人が当たり前に行える手続きに、無戸籍者であることの理由として、

家庭環境の複雑さを明らかにする機会を積極的に作出する必要があり、負担を伴

う。

そこで、住民票の作成だけで対処するのではなく、まずはすべての日本国籍を

有する子に戸籍が与えられるべきである。母親の子として暫定的な戸籍を作成し

た後に、嫡出推定制度を前提としつつも、父と母、子の意思を確認しながら父子

関係を確定させることで、無戸籍者となりうる子をはじめ、父母の憲法上の権利

保障にも十分かなうと考えられる。意思を反映しやすくするために、嫡出推定制

度を覆す手段は多く用意されるのが望ましい。「日本国籍を有するすべての子の、

出生から14日以内の100％登録」を目標にした、早急な解決が求められている。

1） 全国の法務局を通じて行われ、約 1割の自治体である187市区町村が回答した。
この調査結果は、2014年10月に発表された。

2） 朝日新聞「『無戸籍』626人確認　法務省が専門チーム」2015年 6月19日、夕刊
2面。

3） 公益社団法人　調理技術技能センター「試験合格後の手続きについて」http://

www.chouri-ggc.or.jp/09_tetsuzuki.html（最終閲覧日：2016年 1月25日）。
4） 日本は1994年に批准している。
5） 日本の植民地支配下に置かれていた名残で、韓国や台湾にも戸籍制度は存在す
るが、現在はほとんど機能していない。
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6） オランダの人口登録カード、教会の管轄で行われるスウェーデンの個人票が挙
げられる。ドイツやスイスでは家族単位での登録が行われているが、戸籍制度と
は異なる。

7） 朝日新聞「『無戸籍』解決へ、超党派議連設立」2015年 3月28日、朝刊 5面。
8） 婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲とした、2013年 9

月 4日の最高裁大法廷決定を受け、出生届をめぐる戸籍法の規定も改正の検討が
されるようになった。

9） 毎日新聞「離婚後300日規定：無戸籍問題で法務省に検討チーム」2015年 6月20

日、東京朝刊27面。
10） 国籍法第 2条で、出生の時に父又は母が日本国民であるとき、出生前に死亡し
た父が死亡の時に日本国民であったとき、日本で生まれ、父母がともに不明のと
き又は無国籍のときは、日本国籍を自動で取得すると定められている。

11） 遠藤正敬『戸籍と国籍の近現代史―民族・血統・日本人』（明石書店、2013年）、
10、11頁。

12） 戸籍事務のほか、国政選挙や旅券交付、国道管理、生活保護行政などが法定受
託事務に該当する。

13） 毎日新聞「無戸籍児： 2世に戸籍　大阪の 2児、『単独』で作成後認知」2008年
7月23日、東京朝刊 1面。

14） 女性は同年 9月、無戸籍のままでの旅券発給も認められた。Ⅲで言及する。
15） 嫡出子と非嫡出子の差別を立法上撤廃したドイツをはじめとする、西洋諸外国
の民法でも、妻の産んだ子については夫を父と推定し、その推定を覆すことに何
らかの制限を設ける父性推定制度が共通して存在している。

16） 2007年 5月には、離婚後の妊娠であれば元夫の子ではないとする出生届を認め
るよう自治体に通達（平成19年 5月 7日民一第1007号民事局長通達）されたが、
規定にかかる子どものうち、離婚後の妊娠は 1割であり、ほとんど救済できない。

17） 身元が判明した場合は、仮の戸籍を抹消する申立てを家庭裁判所に対して行う。
18） 法務省「民法772条（嫡出推定制度）及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続
き等について」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html#q2-3（最終閲覧日：
2016年 1月25日）。

19） 戸籍と異なり、住民票は外国籍を有していても作成されるが、日本では外国人
参政権が認められていないため、外国籍では選挙権を得ることはできない。

20） 総務省自治行政局市町村課「出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載に
ついて」2008年 7月 7日。

21） 明石市政策部「明石市における無戸籍者支援策について」https://www.city.

akashi.lg.jp/seisaku/kouhou_ka/shise/shicho/kaiken/documents/mukoseki.pdf　
（最終閲覧日：2016年 1月25日）。

22） 毎日新聞「明石市：無戸籍者支援を強化　早期把握へ部署横断チーム」2015年
9月 4日、兵庫朝刊22面。
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23） 芦部信喜名誉教授は、『憲法』122頁で、情報化社会の進展に伴い、プライバシー
の権利は、プライバシーの保護を公権力に対して積極的に請求していくという側
面が重視されるようになってきていると指摘している。これは、個人に関する情
報が行政機関によって集中的に管理されているという現代社会において、個人が
自己に関する情報を自らコントロールし、自己の情報についての閲読・訂正ない
し抹消請求を求めることが必要と考えられるようになったことに基づく。

24） 傍系親族である兄弟姉妹らの戸籍を取る際には、戸籍の記載事項を利用する正
当な理由がなければならない。

25） 総務省「DV等支援措置」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/

daityo/dv_shien.html（最終閲覧日：2016年 1月25日）。
26） 住所の移転履歴を記録した書類で、戸籍とともに本籍地で管理される。
27） 芦部信喜『憲法　第 5版』（岩波書店、2011年）、223頁。
28） 佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂、2011年）、191頁。
29） 毎日新聞「無戸籍小中学生：全国で142人　生活保護世帯12％　文科省調査」

2015年 7月 9日、東京朝刊26面。
30） 全国において、民事・刑事を問わず法による紛争の解決に必要な情報やサービ
スの提供が受けられる社会を実現することを基本理念とする総合法律支援構想を
具体化するため、平成16年 6月 2日に公布された。

31） 離婚後300日問題による無戸籍を解消するための認知調停等をサポートしている
非営利団体であり、2008年 4月20日に設立された。

32） 厚生労働省は、2007年 3月22日付で、戸籍や住民票がない場合でも児童手当の
受給や保育所の受入れができるとした。例えば、出生証明書により、対象児童及
びその母が確認できる場合や、当該児童が当該市町村に居住している実態を確認
できる場合が挙げられる。

33） 最判平成21年 4月17日　民集第63巻 4号638頁　（住民票不記載処分取消等請求
事件）。

34） 横田光平「行政法 6  適法な出生届出がない子につき職権調査による方法で住民
票の記載をなすべき義務の成否」『平成21年度重要判例解説 ジュリスト臨時増刊
1398号』（有斐閣、2010年 4月）、57頁。

35） 法務省「無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について」http://

www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00047.html（最終閲覧日：2016年 1月25日）。
36） 戸籍法49条 2項は、以下のように定める。
届書には、次の事項を記載しなければならない。
1　子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
2　出生の年月日時分及び場所
3　父母の氏名及び本籍、父または母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
4　その他法務省令で定める事項

37） 最判平成25年 9月26日　民集第67巻 6号1384頁（住民票記載義務付け等請求事
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件）。
38） 最判平成26年 7月17日　民集247号79頁（親子関係不存在確認請求事件）。
39） 毎日新聞「戸籍法違反：無戸籍33歳娘の母に過料　前夫暴力で届け出ず　藤沢
簡裁」2015年 9月20日、東京朝刊30面。

40） 毎日新聞「出生未届け：過料取り消し前夫の暴力恐れ33年　横浜地裁」2016年
1月20日、東京朝刊28面。

41） 清野正彦「時の判例」『ジュリスト』1393号（有斐閣、2010年）、106頁。
42） 窪田充見『家族法 第 2版』（有斐閣、2013年）、186頁。
43） 平成10年 8月31日の親子関係不存在確認（民集第189号437頁）や、平成12年 3

月14日の親子関係不存在確認請求事件（民集第197号375頁）が代表例である。
44） 水野紀子「離婚等家庭崩壊を理由として、嫡出子に対して提起された親子関係
不存在確認の訴えの可否」『ジュリスト』1202号（有斐閣、2001年 6月）、81頁。

45） 民法772条による無戸籍児家族の会 http://ameblo.jp/family772/（最終閲覧日：
2016年 1月25日）。

46） 読売新聞「離婚難航　無戸籍の子生む」2015年12月 7日、朝刊31面。
47） 読売新聞「無戸籍 1万人　救いたい」2014年 9月13日、朝刊11面。

―判例―
平成10年 8月31日　 親子関係不存在確認　民集第189号437頁
平成12年 3月14日　親子関係不存在確認請求事件　民集第197号375頁
平成21年 4月17日　 住民票不記載処分取消等請求事件　民集第63巻 4号638頁
平成25年 9月26日　住民票記載義務付け等請求事件 　民集第67巻 6号1384頁
平成26年 7月17日　親子関係不存在確認請求事件　 民集第247号79頁
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総務省「出生届の提出に至らない子に係る住民票の記載について」http://www.
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23日、東京朝刊 1面。
毎日新聞「無戸籍児：都内の幼児ら 2人に旅券　外務省、初の決定」2008年 9月 3日、
東京朝刊27面。

読売新聞「無戸籍 1万人　救いたい」2014年 9月13日、朝刊11面。
読売新聞「無戸籍者279人　法務省が初調査　19歳以下が 9割」2014年10月25日、朝
刊38面。

読売新聞「無戸籍427人に　先月から大幅増」2014年11月15日、朝刊38面。
朝日新聞「『無戸籍』解決へ、超党派議連設立」2015年 3月28日、朝刊 5面。
朝日新聞「『無戸籍』626人確認　法務省が専門チーム」2015年 6月19日 夕刊 2面。
毎日新聞「離婚後300日規定：無戸籍問題で法務省に検討チーム」2015年 6月20日、
東京朝刊27面。

毎日新聞「無戸籍小中学生：全国で142人　生活保護世帯12％　文科省調査」2015年
7月 9日、東京朝刊26面。

毎日新聞「明石市：無戸籍者支援を強化　早期把握へ部署横断チーム」2015年 9月 4

日、兵庫朝刊22面。
毎日新聞「戸籍法違反：無戸籍33歳娘の母に過料　前夫暴力で届け出ず　藤沢簡裁」

2015年 9月20日、東京朝刊30面。
読売新聞「離婚難航　無戸籍の子生む」2015年12月 7日、朝刊31面。
毎日新聞「出生未届け：過料取り消し前夫の暴力恐れ33年　横浜地裁」2016年 1月20

日、東京朝刊28面。


