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 弁護士法人よつば総合法律事務所ニュースレター 
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0120‐916‐746（フリーダイヤル） info@yotｓubasougou.com http://www.yotsubasougou.jp/ 
【柏事務所】〒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） 

【千葉事務所】〒260－0015 千葉県千葉市中央区富士見 1 丁目 14 番地 13 号 千葉大栄ビル 7 階（三越の向かい） 

受付時間：午前 9時～午後 6時  ※土曜・日曜・祝日 応相談 

 

 

 

～ 慰謝料と裁判例 ～ 

  ご相談時に「慰謝料をいくら請求すれば良いですか？」と聞かれること  

が割と良くあります。慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償を請求するもの

ですので，そもそもお金で換算すること自体が難しいのですが，過去の同

種事案の裁判例を検討して，一応の目安をご提示することは出来ます。今回は，慰謝料につい

ての裁判例や実務をご紹介します。 

１ 交通事故の慰謝料は裁判基準（赤い本基準，弁護士基準）が存在する 

  当事務所は，交通事故の扱いが多いですが，交通事故慰謝料は判例を分析して作成され

た一定の基準が存在します。例えばむち打ちで６ヵ月通院するケースであれば入通院慰謝料

が８９万円，１４級相当の後遺障害が残る事案であれば後遺障害慰謝料１１０万円などとなっ

ています。このような基準が参照されているため交通事故の裁判や交渉では比較的スピーデ

ィな解決が可能となります。もっとも当然，個別の事故の要因も斟酌されます。例えば，飲酒

やひき逃げなどの悪質な態様の交通事故であれば，慰謝料を増額すべきだとされています。 

２ 傷害事件の場合も交通事故の基準が参照されることがある 

  例えば傷害等刑事事件で怪我をした場合にも，この交通事故の基準が採用される裁判

例が増えています。もっとも，（交通事故と異なり）故意で他人に危害を加える点を加

味して，慰謝料を増額する裁判例もあります。傷害等の刑事事件の場合であっても負傷

態様や入通院期間が一つの算定の考慮事情となっています。 

３ 不貞の慰謝料は…？？ 

  個々の事案により異なりますが，不貞の慰謝料は，１００万円～３００万円前後の裁判例が散

見されます。離婚に至ったか否か，婚姻期間，子供の有無などの要因によって増減します。

早期の和解で解決する場合は，数十万円程度で落ち着くケースも多いと思います。 

４ 名誉棄損 

  名誉棄損による慰謝料金額は，１００万円前後の裁判例が多いようです。もっとも，公人や

有名人の場合は，数百万円の賠償を命じた裁判例もあります。 

５ おわりに 

  他に，パワハラ，セクハラによる慰謝料はその強度によって，１０～数百万円を認めたものまで

様々あります。慰謝料を請求する場合，損害額の他にも証拠の有無や過失などが問題になること

も多く，裁判は長くなる傾向があるように感じます。ここにも慰謝料請求の難しさがあるかもしれま

せん。いかがでしたでしょうか。今回の記事はあくまで裁判例の傾向ですので，個々の事案の慰謝

料算定については，是非専門家にご確認していただきますようお願いします。（文責：粟津正博） 
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今月号では，よつばの千葉事務所に関する情報（千葉事務所の近況，千葉事務所の

所属弁護士前原の紹介，千葉周辺のグルメ情報）をお届けします。 

～ 千葉事務所の近況をご報告します ～ 

【近況その１ 弁護士前原が復帰いたしました！】 

現在，柏事務所と千葉事務所の２拠点ありますが，千葉事務所に弁護士前原が復帰いた

しました。前原の復帰で事務所の雰囲気がより明るくなりました！ 

 

♪はじめまして&ご無沙汰しております♪ 

昨年９月から産休・育休をいただいていた前原が，ついに６月２７日

に復活を果たしました！復活記念に，また自己紹介をしたいと思いま

す。２０１５年３月号でも自己紹介しましたが，今回は新ネタたくさ

ん盛り込んでます☺ 

 

１ 基本的な情報教えてください 

  ☞１９８５年生まれ３１歳。A型。出身は千葉県四街道市です。 

    身長１６５㎝，体重は秘密ですが妊娠して１５キロ太りその後１０キロしか痩せません

でした。ちょっと悲しいです。 

２ 愛車は 

  ☞日産のエクストレイル。運転が下手すぎて駐車に苦労しているので，コンパクトカーにす

れば良かったと超後悔しています…。 

３ 好きな芸能人は 

  ☞レッドソックスの上原浩治。中学３年生の時の書き初めは「雑草魂」と書きました。 

４ 学生時代のアルバイトは 

  ☞ひたすら居酒屋。時給の高さが魅力です。 

５ お酒は 

  ☞大好き！現在赤ちゃんがいるので飲めませんが，飲めるようになったとき

の反動が怖いです。 

６ 得意な料理は 

    ☞ハヤシライス。ルーは使いませんよー！    【つづく♪】 
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【つづき♪】 

７ 好きな場所は 

    ☞潮干狩りと動物園。ゴールデンウィークに潮干狩り絶対行きます。 

８ 最近あった恥ずかしいこと 

  ☞最近初めて行った美容院で「学生ですか？」と聞かれました。 

   それを聞かれた後に「３１です」とは恥ずかしくて言えず，「２５歳です。」という中途

半端な嘘をついてしまいました。もう行けません…。 

９ 好きなスポーツは 

  ☞野球。１年に何回か観戦に行きます。マリンスタジアムでビールは最高です。 

１０ 千葉に来たら絶対ココ！なスポットは 

  ☞千葉公園近くにある焼肉「十々」。一見入りにくそうですが，勇気を出して入ってみてく

ださい。かなり美味しいです。 

１１ 最後に一言 

  ☞長い間お休みをいただき，またゼロからのスタートとなりますが，明るく楽しく元気よく

がんばりたいと思います。よろしくお願いします！ 
 

【近況その２ 千葉事務所で勉強会を行いました 】 

千葉事務所内のセミナールームにて，６月２５日（土）に，「接骨

院・柔道整復師が知っておきたい交通事故の保険と法律」と題しま

して，接骨院・柔道整復師の先生方向けの交通事故勉強会を開催

しました（弁護士大澤，今村，粟津）。 

当日は，意欲的な接骨院・柔道整復師の先生方が参加してくださ

り，交通事故の保険や法律，施術費等について，事例をもとにお話しする事ができました。 

次回（１０月２２日（土）１５時～１７時）は，「交通事故患者への問診・説明方法」というテー

マで接骨院・柔道整復師のための交通事故勉強会を開催します。早速お申し込み下さった方

もいますので，次回も充実した内容の勉強会にしたいと思います！ 
 

【近況その３ 当事務所ホームページに千葉事務所の情報が追加されました 】 

 千葉事務所の連絡先や地図等の情報が，「よつば総合法律事務所 交通事故」の HPに追

加されました。その他，所属弁護士による交通事故ブログや，よつばの交通事故への想いと

こだわりに関する記事を，当事務所 HPで更新しています。 

mailto:info@yotｓubasougou.com
http://www.yotsubasougou.jp/


 

ｄふぁｆだｆｆだふぁふぁ fdafdafdad 

dfaddafafdfa 

 弁護士法人よつば総合法律事務所ニュースレター 
２０１６年８月 Ｖｏｌ．８７ 

【お問合せ】弁護士法人よつば総合法律事務所 

0120‐916‐746（フリーダイヤル） info@yotｓubasougou.com http://www.yotsubasougou.jp/ 
【柏事務所】〒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） 

【千葉事務所】〒260－0015 千葉県千葉市中央区富士見 1 丁目 14 番地 13 号 千葉大栄ビル 7 階（三越の向かい） 

受付時間：午前 9時～午後 6時  ※土曜・日曜・祝日 応相談 

 

 

 

～ 千葉周辺でオススメのお店紹介 ～ 

今月号では，お勧めのお店紹介のコーナーをお送りします♪ 

 

★Ocean table★ 

千葉市中央区中央港 1-28-6 ｹｰｽﾞﾘｿﾞｰﾄﾋﾞﾙ 1.2Ｆ  

（京葉線「千葉みなと駅」徒歩５分）TEL:043-203-3500 

おしゃれなお店が増えてきている千葉みなとエリア。 

なかでも行列店として最も有名なのが「Ocean table」です。 

人気の秘密は，海の見えるリゾート的な雰囲気と美味しい料理

＆デザートのランチビュッフェ。お料理は主に洋食系で 

種類も豊富です。テラスからは，千葉港の眺めもバッチリです。 

 

 

★ほてい家★ 

千葉市中央区本千葉 9-8 

（京成線「千葉中央駅」徒歩３分）TEL:043-227-0281 

千葉パルコ近く，モノレールの前にある昭和４年創業の 

老舗洋食レストランです。中でも一番人気は，その場でジューッ

と暑い鉄板にソースをかけてくれる「スペシャルハンバーグ」 

です。肉汁たっぷり，手こねならではの密の高い独特の旨みが 

味わえる一品です。 

 

★シタール★ 

千葉市花見川区検見川町 1-106-16  

（京成線「新検見川駅」徒歩３分）TEL:043-271-0581 

創業１９８１年。ファミリーから食通の方まで様々な人に 

親しまれている，美味しいカレーのお店です。 

名物はバターチキンカレー。濃厚なバターのコクと芳しいスパイ

スは絶品です。柔らかいタンドリーチキンもおすすめです。 
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