
裁判事例報告



自己紹介 竹内 淳

●昭和５０年１１月１１日生 ４6才

●平成１７年１１月 司法書士試験合格
●平成１８年４月 茨城司法書士会登録（５０２号）
●平成１９年 茨城青年司法書士協議会 入会
●平成２２年 茨城青年司法書士協議会 会長

全国青年司法書士協議会 民法改正対策委員会 幹事
●平成２４年 同会 登記・法務研究委員会商業法人部会 幹事
●平成２８年 同会 商業登記・法務研究委員会 委員長
～ ３０年



父の友人からの依頼

「うちの従業員が、離婚してからしばらく経
つんだけど、名字を変えたいらしいので相
談にのってあげてほしい」



結婚により、夫の氏に変更した女性が離婚

旧姓に戻るのが原則

２ 前項の規定により
婚姻前の氏に復した夫
又は妻は、離婚の日か
ら三箇月以内に戸籍法
の定めるところにより
届け出ることによって、
離婚の際に称していた
氏を称することができ
る。

夫の氏のをそのまま使用するには？

⇒離婚の日から３か月以内に戸籍係に届
出をすることによって婚姻中の氏を称する
ことができる。

民法767条1項
（離婚による復氏等）
第七百六十七条 婚姻
によって氏を改めた夫
又は妻は、協議上の離
婚によって婚姻前の氏
に復する。



事案 ※名前はすべて仮名です。

相談者 久松 麻衣子（旧姓 田中）
夫と平成９年に夫の氏（久松姓）を名乗る婚姻をしたが、
平成１９年１月３０日に調停離婚が成立
離婚の際に、戸籍法７０条の２の届け出済み

【婚氏続称】 ⇒ 「久松」姓を名乗る

Q 「旧姓の田中に戻したい」との相談、戻す手続ができるのか？



①氏の変更 戸籍法第１０７条

やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の
筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、
その旨を届け出なければならない。

②名の変更 戸籍法第１０７条の２

正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許
可を得て、その旨を届け出なければならない。



「正当な事由」
１．奇妙な名である
２．むずかしくて正確に読まれない
３．同姓同名者がいて不便である
４．異性とまぎらわしい
５．外国人とまぎらわしい
６．神宮・僧侶となった（やめた）
７．通称として永年使用した



「やむを得ない事由」
１．婚姻前の氏に戻したい
２．婚姻中に称していた氏に戻したい
３．外国人の配偶者の氏にしたい
４．奇妙な氏である
５．むずかしくて正確に読まれない
６．通称として永年使用した
７．外国人の父・母の氏にしたい
８．外国人の配偶者の通称にしたい



「やむを得ない事由」の判断

「抗告人は、最初の離婚に際して婚氏「A」を選択したため、2度目以
降の離婚に際してもはや民法767条によっては最初の婚姻前の氏であ
る生来の氏「B」に復することができなくなったものである。した
がって、本件は、離婚に際して婚氏を称することを届け出た者が婚姻
前の氏と同じ呼称にしたい旨の申立てとは異なるが、生来の氏への変
更を求めるものであるから、婚姻前の氏と同じ呼称に変更する場合に
準じて、氏の変更の申立てが恣意的なものであるとか、その変更によ
り社会的弊害を生じるなどの特段の事情のない限り、その氏の変更を
許可するのが相当である。前記認定の事実によれば、抗告人が本件氏
の変更許可を求める動機や事情を考慮すると、本件申立てが恣意的な
ものとはいえないし、抗告人の氏が「B」に変更されることに特に社
会的に弊害があるとは認められず、戸籍法107条1項所定のやむを得な
い事由があるものと認めることができる。」

東京高裁平成１５年８月８日決定



「やむを得ない事由」の判断

「抗告人は、離婚後15年以上、婚姻中の氏である「○○」を称してきたの
であるから、その氏は社会的に定着しているものと認められる。しかし、
①一件記録によれば、抗告人が、離婚に際して離婚の際に称していた氏で
ある「○○」の続称を選択したのは、当時9歳であった長男が学生であっ
たためであることが認められるところ、前提事実によれば、長男は、平成
24年3月に大学を卒業したこと、②抗告人は、平成17年、抗告人の婚姻前
の氏である「△△」姓の両親と同居し、その後、9年にわたり、両親とと
もに、△△桶屋という屋号で近所付き合いをしてきたこと、③抗告人には、
妹が2人いるが、いずれも婚姻しており、両親と同居している抗告人が、両親を
継ぐものと認識されていること、④長男は、抗告人が氏を「△△」に変更する
ことの許可を求めることについて同意していることからすれば、本件申立てに
は、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当である。」

東京高裁平成２６年１０月２日決定



●離婚の際は、長男が小学生であった
●離婚の際に、夫が長男が夫の姓を名乗るようよう要求があった
（口約束ではあるが、事実上、離婚する条件であった）
●離婚から１０数年が過ぎた
●相談者・長男は、相談者の実家（田中家）で生活している。
●相談者は、近々仕事を辞め、家業の「田中工業」で働く予定で
ある（家業なので今までも空いている時間で手伝ってきた）。相
談者の両親もまだまだ現役ではあるが、家業を継ぐのが、相談者
しかいない。
●長男は大学３年生になり、就職活動をする予定ではあるが、将
来的には家業を継ぐつもりがある。それまでは相談者が家業を
守っていくつもりである。

相談者に関する事実の確認



申述書の作成

裁判所からの照会



裁判所からの照会

（２）なぜ、その氏にしたいのですか

私の両親と弟が営んでいる「田中工業株式会社」です
が、弟には子供がおらず、弟の妻も精神的な病気をかか
えている状態です。妹も田中家を出てしまっています。
私がこの両親の会社と弟を助ける必要があります。その
ために今私が勤めている会社をやめ、旧姓である田中に
戻して会社を助けながら将来的には私の長男淳に継いで
もらいたいと考えました。



裁判所からの照会

２．申立人は平成１９年２月２日に「塚越」の氏を引き
続き使用する旨の届け出（戸籍法７２条の２）の届け出
をしましたが、当時そのようにした理由を書いてくださ
い。

当時離婚の調停の際、夫から子供のために久松姓を名乗ってほし
いと要望されたことと、申立人長男淳がちょうど６歳で小学生
になるときでしたので、この時は淳にとっても氏名を変えずにい
ることがベストだと思い、そのようにしました。



裁判所からの照会

３．申立人がなぜ今になって氏を変更したいのか、その理由を具体的に詳しく書いてください。

私の両親と弟が経営する田中工業株式会社について、今は弟が切り盛りしてい
ますが、弟の妻は精神的に不安定で経理等の仕事の手伝いが一切できません。
また二人には子供がいないので、将来的な不安を両親や弟が漏らしています。
私も今は別の会社に勤めていますが、前からずっと家業を手伝っており、今も
空いている時間で手伝っております。私の両親も年を取り体の自由がきかなく
なっています。弟の妻も手伝いが全くできないので、私は今勤めている会社を
辞めて本腰入れて家業を手伝うつもりです。
長男は２０歳の大学３年生になり、就職活動中です。就職するのは外での社会
経験をつむことが目的で、いずれは家業の田中工業を継ぐ意思が明確です。
私の長男も将来会社やお墓等を継いでくれる意向を示してくれたこと、それと
あわせて、実家の家業の状況をみて私も家業を助けることにより弟と将来的に
は長男を支え、両親を安心させていと考え、私と長男淳の氏を変更したいと考
えました。



裁判所へ照会文書提出後、許可の審判

審判から２週間後に確定

確定証明書を取得して戸籍係へ



訴訟提起後の代理人就任



２０２２年１月末 一本の電話

「少額訴訟の代理人をお願いしたい」

「茨城司法書士会に聞いた」

「訴状は出したのだが、期日に行けない」

【竹内】何の裁判？

「少額訴訟・婚約破棄の損害賠償請求」



事務所まで一度来所をお願いし、話を聞くことに

【資料】

●原告自身で、訴状作成・提出（9月２６日）
●第一準備書面・陳述書も提出（１０月３０日）
●第一回期日が１月２７日に決定
●被告から答弁書・陳述書（１月１３日）

被告の子供が体調を崩し、被告が１月２７日の期日に行けない。
⇒ ３月１０日に延期 ⇒【原告】どうしても会社を休めない



婚約破棄の損害賠償（慰謝料請求ではない）

引越し費用・自動車購入費etc

【竹内】
裁判の代理人は久しぶり
婚約破棄の損害賠償については、初めて
（当然要件事実的にもよく分からない）

「依頼を受けるべきか」
依頼を受けることにした！
スタンスとしては、出席するだけ
（のつもりだった）



婚約破棄の損害賠償請求

（１）婚約が成立していること

（２）婚約破棄が正当な事由ではないこと
不当であること
帰責事由があること



（１）婚約の成立
●当事者の合意
●外部への意思表示・具体的行動

※婚約が認められた事例
東京地裁平成15年7月9日判決は，次の事実を認定したうえで，婚約成立を認め，

慰謝料100万円を認めた。

・X（女性）は，25歳から30歳までの約5年間にわたって Y（男性）と交際してい
たこと
・Xが真剣に交際していたこと
・婚姻届まで作成していたこと
・Xが家族に紹介済みであったこと
・XとYが何度か一緒にウェディングフェアや住宅展示場を訪れていたこと



（２）婚約破棄が不当であること
●正当事由（例）
相手の浮気，虐待，暴力を理由とする破棄
相手が結婚式間近に行方をくらませて挙式を不可能にしたことを理由とする破棄
相手の体質や持病等から，夫婦生活が困難であることが判明した場合の破棄

●不当事由（例）
相手が被差別部落出身者であることを理由とする破棄
相手が朝鮮籍であることを理由とする破棄
相手がカトリック教徒であり，これを改宗しないこと理由とする破棄
性格の不一致を理由とする破棄
自分の両親が結婚に反対したことを理由とする破棄



今回の事例

【竹内】 「婚約が成立していた」とは言い難いのでは。

敗訴・大幅な妥協を考えなくては。

依頼者が第2準備書面を作成し来所



期日（下館簡裁）

ラウンドテーブル
裁判官・司法委員（２名）・書記官

訴状・答弁書の陳述
裁判官が被告の言い分を聞く
原告代理人（竹内）が退出し、被告のみが残る。
原告代理人（竹内）が呼ばれる。



期日（下館簡裁）

裁判官 「被告は、なんとか４万円なら払えるといっているが、
どうですか？」

竹内 （原告とは最低５万円で打ち合わせしたが）
「４万円で結構です」

裁判官 「それと、今後は一切原告が被告と接触しないよう、
よく言っておいてください。」

竹内 「それであれば和解調書に載せてください」
裁判官 「被告を呼んできてください。」



期日（下館簡裁）

被告を同席させ、和解条項の趣旨を説明し、和解成立

竹内と書記官で送金先口座等のすりあわせ



和解成立の旨報告

⇒ 依頼者も納得していただいた。

入金があったので、依頼者に来所依頼

４万円のうち、報酬１万円を除いた３万円を返還
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