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お問合せ 弁護士法人よつば総合法律事務所  
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〒277－0005 千葉県柏市柏 1 丁目 5 番 10 号 水戸屋壱番館ビル 4 階（マツモトキヨシの向かい） 

受付時間：午前 9 時～午後 6 時  ※土曜・日曜・祝日 応相談 

 

 

 

 

～ 戸籍のあれこれ ～ 

戸籍には本籍地のほかに，生年月日，家族などの基本情報が記載

されています。親の戸籍を確認したところ自分の名前が…というのはド

ラマの見すぎかもしれませんが，実際に日常の生活を送る上ではあま

り馴染みのないものかもしれません。今回は，そんな戸籍についてご紹介いたします。 

１ 戸籍の届出（出生） 

   子どもが生まれた場合，１４日以内に届出をすることが原則として義務付けられています。お父

さんとお母さん，そして，その子という具合に家族の戸籍が作成されていきます。 

２ 新しい戸籍の編製（婚姻） 

  時が経ち，子どもが結婚をすると，婚姻の届出によって，その子とその配偶者の戸籍が

新しく作成されます。おふたりの間に子どもが出来れば，そこに子どもの記載が追加さ

れ，戸籍は連綿と続いていきます。 

万が一離婚に至った場合はどうなるのでしょうか。離婚をした場合，婚姻時に氏を変更

した方は，原則として婚姻前の氏に戻ります。これに伴い，元の（ご両親の）戸籍に戻る

か，新たに戸籍を編製するか，どちらかを選択することになります。なお，子どもの戸籍

を変更するためには，別途裁判所に子の氏の変更の許可を申し立てなければなりません。 

３ 除籍（死亡） 

   個人が亡くなった場合，死亡の事実を知ってから７日以内に届け出をしなければなりません。 

   これによって，故人は戸籍から抹消（除籍）され，除籍した旨と死亡年月日等が戸籍に記載され

ます。仮に，筆頭者が亡くなった場合であっても，新しい戸籍が編製されることはありません。従前

の戸籍では大きなバツ印などが上から書かれているものもあります。 

４ 戸籍の収集と利用（相続） 

   戸籍の収集する機会として，一番多いのは相続が発生した時かもしれません，銀行手続きで求

められることもありますし，裁判所に求められることもあります。何故，相続の際に戸籍が必要にな

るかといいますと，戸籍を収集すれば，相続人を確実に特定できるからです。長年音信不通だった

方が，戸籍を辿っていくと意外に相続人となっていることもありますし，逆に相続人を誤魔化すとい

うこともできません。亡くなった方の，生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍に加えて関係者の戸

籍を全て取得して初めて，間違いなくこの方が相続人である，と証明ができるのです。この収集作

業はとても時間がかかることも多いです。私たちも相続の案件に際して，戸籍を収集することは多

いですが，非常にドラマチック？な戸籍もあります。戸籍はその方の人生の軌跡と言っても言い過

ぎではないかもしれません。                            （文責：粟津正博） 
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～弁護士 加藤 貴紀のご紹介～ 

☆12月から勤務しています弁護士 加藤 貴紀のご紹介☆ 

Ｑ出身は？ 三重県四日市市  Ｑ血液型は？ A型 

Ｑ趣味は？ 昨年ゴルフを始めました。 

Ｑ長所は？ 素直（だと自分では思ってます（笑）） 

Ｑ短所は？ 眠気に弱いです。 

Ｑ口癖は？ 「確かに」「なるほど」 

Ｑ座右の銘は？ 覆水盆に返らず 

Ｑまず家に帰ってすることは？ うがい手洗い。 

Ｑ何フェチ？ かっこいい靴を見るとときめきます。 

Ｑちょっと自慢できることは？ さくらんぼの茎を口の中で結べます。 

Ｑ最近はまっていることは？  

アメリカのドラマ「SUITS」を観て，次の日の仕事に向けてテンションを上げること。 

Ｑ私，○○の収集家です コンビニでやっているくじ引きで欲しいものがあると引いてしまいます。 

Ｑ○○なタイプです 嫌なことがあっても寝たらすぐ忘れるタイプです。 

Ｑ好きなお酒は？ 日本酒。三重県の「作」というお酒はとても美味しいです。 

Ｑ好きな食べ物は？ グルメバーガー。食べログ TOP２０を制覇しようと頑張ってます。 

Ｑ好きなスポーツは？ 野球，サイクリング，ゴルフ 

Ｑ好きな男性タレントは？ リリー・フランキーさん   Ｑ好きな女性タレントは？ 柴咲コウさん 

Ｑ好きなアーティストは？ Perfume               Ｑ好きな芸人は？ 笑い飯 

Ｑ好きな漫画は？ 弱虫ペダル                  Ｑ好きな映画は？ ００７ 

Ｑ好きな雑誌は？ 週刊少年マガジン 童心をまだ忘れていません。 

Ｑ好きなテレビ番組は？ マツコの月曜から夜ふかし 

Ｑ何をしているときが一番幸せ？ 休日にコーヒーを飲みながらボケーっとすること。 

Ｑ弁護士を目指した理由は？ 中学生の時に「白い巨塔」を観て，専門性をもって人の役に立てる

法律家という職業に憧れを抱いたから。 

Ｑ他人に指摘されて気付いた癖は？ すぐドヤ顔するって言われます。 

Ｑ癒されるものは？ 甘いもの（特にチョコ！）食べると癒やされます。 

Ｑよつば内のポジションは？ 末っ子。先輩方に頼りっきりです。 

Ｑ弁護士としてこれからの抱負は？ 若さを武器に頑張って仕事をしたいと思います！ 

よつばの一員として皆様に幸せを届けられるよう精一杯努力していきます。 
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～東芝事件株主弁護団 活動報告～ 

弁護士大澤一郎と弁護士川﨑翔が所属している株式会社東芝の不正会計問題に対する株主

の被害の回復を目指して結成された東芝事件株主弁護団。毎日のように被害者からの問い合わ

せ・お申込みを頂いています。現在，当事務所では３月に予定している東京第二次訴訟に向けて

準備中です。今後も東京第三次・第四次･･･と訴訟を予定しています。大阪，福岡，高松でも順次

訴訟が予定されています。 

 株式会社東芝の株を持っている方・持っていたけど既に売却されている方，まずは無料の説明

会へのご参加又は資料請求をして無料調査を！弁護士が訴訟での勝訴の可能性を診断します。 

特に２００８年７月３０日～２０１５年５月７日までに株式を購入し，５月８日以降の東芝の過去の決

算内容の修正公表による株価下落で損失を被っている方はぜひお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆◇◆説明会の様子◆◇◆ 

2月に行われた被害者説明会の様子です。スクリー

ンを使用し，粉飾問題の背景・弁護団の活動・具体的

な賠償請求の可能性・類似事件の実例・今後の裁判

の見通し等，詳しくご説明いたします。質疑応答の時

間もありますので，不明点をその場で解決することが

出来ます。 

4月以降も，定期的に説明会を行う予定です。詳し

い日程は弁護団のＨＰをご覧ください。 

弁護団ＨＰ◆http://xn--7rvn38bmne13z.com/  東芝弁護団   検索 

資料請求◆ＴＥＬ：04-7168-2300 弁護士法人よつば総合法律事務所内 東芝事件株主弁護団事務局 

mailto:info@yotｓubasougou.com
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☆ 千葉事務所を開設します！！ ☆ 

平成２８年４月，当事務所は，千葉市に新しい事務所を設立する予定です。 

現在の拠点である柏事務所と，千葉事務所の２事務所体制に拡大します。 

これまで千葉市方面からも多くのご相談をお受けしていたのですが，  

柏事務所だけですと移動距離等の問題がありました。 

そこで，千葉市方面のお客様のご相談にも迅速に対応できるよう，  

このたび「弁護士法人よつば総合法律事務所千葉事務所」を設立することにしました。 

千葉事務所は，ＪＲ千葉駅，京成千葉駅から徒歩約５分と，とてもアクセスしやすい場所にあり

ます。また，隣にはＮＴＴ，向かいには千葉三越があり，大通りに面したとてもよい立地です。 

（住所：千葉県千葉市中央区富士見１丁目１４番１３号 千葉大栄ビル７階） 

 

☆ ４月１日オープン予定です！ ☆ 

さて，４月オープンまで２カ月を切っていますが，内装のレイアウトもまだ確定しておらず，ネット

環境，電話回線，ＯＡ機器の手配などなど，解決しなければならない問題がまだ山ほどあります。 

「スケジュール的に４月は間に合わないですよね…」，という声も出始めています。。 

それでも，安心してください。 ４月にオープンします！ 

千葉事務所の開設時は，弁護士３名（今村，粟津，前原（育休中）），事務局２～３名の体制を

予定していますが，これから少しずつ増員していきます。（執務室はとても広く，将来的には所員 

２０名程を予定しています！） 

引き続きたくさんの依頼者様に信頼していただけるよう，誠心誠意努力して参りますので， 

今後とも宜しくお願い致します。 

また近いうちに当事務所のＨＰでも千葉事務所の情報をご紹介させていただきます！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉で生まれ，千葉に育てられました。お世話になってきた

千葉で仕事ができることを，今からとても楽しみにしていま

す。引き続き，柏でもご相談お受けします。（今村） 

これまで，柏レイソルのＡＣＬ制覇を応援してきましたが，

これからはジェフユナイテッド千葉のＪ１昇格も応援したい

と思います。新しい環境で働けることを非常に嬉しく楽しみ

に思っております。お気軽にお声かけ下さい。(粟津) 
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