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【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 

 

 

 

弁護士法人よつば総合法律事務所ニュースレター 

２０１７年６月ｖｏｌ．９７ 

 

親の責任はいつまでどこまで！？ 

 

突然ですが，親って大変ですよね。日々色々なご相談をお受けする中で，子どもの行為について「親に

責任を取れないか」「親である自分が出て行った方がいいのか」「親である自分も謝罪した方がいいの

か」といったご質問を多く受けます。私も子どもを育てる中で，親の大変さというものを実感しています

が，果たして親はいつまで，どこまで責任を負うべきなのでしょうか！？ 

 

芸能界でも，ある大物司会者が息子が逮捕されたことについて，「子どもがいる男に親がどこまで責任を

取るべきなのか」という趣旨の発言をして大バッシングされた事件について記憶に残っている方も多いと

思います。成人した子どもであっても親が法律上の責任を負う場面なんてあるのでしょうか？ 

 

民事上，子どもに責任能力がない場合，監督義務者（大抵は親です）が責任を負うとされています

（民法７１４条１項）。この場合，監督者である親は，監督義務を怠っていないことを立証しない限り，責任

を免れることはできません。 

 

責任能力とは，自分の行為が違法であり，何らかの法律上の責任が生じるということを認識できる能力

のことを言いますが，責任能力はだいたい１１歳～１２歳になれば備わるとされています。では，子どもに

責任能力がある場合には，親の責任はないのでしょうか？ 

 

子どもに責任能力があれば，その子ども自身が責任を負うべきとなるのですが，いかんせん加害者が子

どもの場合，資力がなく，被害者の救済になりません。そこで例外的な扱いにはなりますが，子どもに責

任能力があったとしても，監督義務者である親が監督義務を十分に果たしていなかった場合には，親自

身の不法行為として，親の責任が発生します（民法７０９条）。 

 

といっても，これは子どもが１１歳～１３歳とか，責任能力が微妙な場合の救済措置みたいなものです。 

子どもが１８歳，１９歳はたまた成人になった以降も親が責任を負う場合というのは限定的な場面に限ら

れます。 

 

親の責任については道徳と法律の乖離が大きい一場面と言えます。私も肝に銘じて子育てに励みたい

と思います！（前原彩） 
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★セミナー情報★ 

当事務所の弁護士による最近のセミナーをご紹介します。 

 

４月１８日 千葉県損害保険代理業協会千葉支部様 

『実例に学ぶ！過失割合の進め方』 

弁護士 今村 公治 

当事務所の専門分野である交通事故に関して講演させていただきました。今回は，保険代理店様向

けに過失割合をテーマにお話しさせていただきました。参加者の皆様はすでに交通事故の対応に詳しい

方が多かったので，過失割合の復習と，裁判実務の話などをさせていただきました。 

講演後に複数のご質問をいただくなど，保険代理店の皆様と意見交換することができました。 

 

６月１６日 よつば総合法律事務所 柏事務所 主催 

『家賃滞納と立退き問題への法的対応策』 

弁護士 川﨑 翔 

顧問会社様のご相談，不動産オーナー様からのご相談を数多く担当してきた弁護士が，不動産会社

様向けに，「家賃滞納と立退き問題への法的対応策」というテーマで無料セミナーを行います。 

家賃滞納や立ち退き問題は，不動産オーナーであれば一度は抱える問題かと思いますが，その問題

解決には，正しい法的知識と早期の対応が必要になります。不動産に関する案件を多く扱う弁護士によ

る解決方法をお話しします。セミナー終了後には懇親会もございますので，ぜひご参加ください！ 

  

★不動産専門サイト OPEN★ 

よつば総合法律事務所の「不動産サイト」がオープンし

ました。不動産の問題に特化した専門サイトになっており

ます。 不動産に関する Q＆Aや解決事例，お客様の声な

ど，充実した内容になっておりますので，ぜひ一度不動産

専門サイトをご覧ください！ 

【URL◆http://www.fudosan-yotsubasougou.com/】 
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～コラム「弁護士の近況報告」のコーナー ～ 
今年もあっという間に新緑の季節になりました♪ 今月号では，千葉事務所所属の弁護士５名

の近況をご報告させていただきます♪ さわやかな季節，皆さまはいかがお過ごしでしょうか？ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日，念願のポール・マッカートニー来日公演に行きました。生きる伝説と

呼ばれるポールのライブは本当にかっこ良かったです！２時間以上，ずっと

歌い，演奏し続けた人が何と７４歳というから驚きです。音楽を聴いていた

だけの３０代の私は，翌日，全身かるく筋肉痛になりましたが。【今村】 

伊勢神宮と賢島（昨年伊勢志摩サミットが開催された場所です）に行っ

てきました。伊勢といえば赤福ですよね。内宮にある本店に行って，赤

福かき氷なるものを食べましたが，とても美味しかったです。みなさま

も機会があれば是非チャレンジしてみて下さい。【粟津】 

 

今年の GWは手始めに千葉ポートタワーで事務所のみんなとバーベキュー

をしてきました！！海や船を見ながらのバーベキューは超気分爽快！ビー

ルを飲みたい気持ちをぐっと堪え，終始ノンアルだったのが唯一の心残り

でしたがとても良い思い出になりました♪【前原】 

水戸まで，ラグビーの試合に行ってきました。さすがに学生時代のよう

に思うように体は動きませんでしたが，いいタックルが決まるとやはり

格別です。晴天の下，懐かしい仲間とグランドで気持ちの良い汗を流す

ことができました。【根來】 

今年の GWは，地元の湘南に戻って英気を養っていました！ちょうど自

分が戻ったタイミングで，鎌倉で赤潮が発生し，人生初の夜光虫を見る

ことができました。青く光る海と波音に癒され，心身ともにリフレッシ

ュできた GWでした。【村岡】 

 

 

 

  【村岡】 

 

 

【スタッフＴ】 
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～オススメお出かけスポット～ 

憂鬱な梅雨の時期ですが，雨が降っても楽しめるこの時期が見頃の 

お花スポットをご紹介いたします♪ 

 

 

🌼 本土寺 🌼  

千葉県松戸市平賀６３ 

（ＪＲ常磐線北小金駅より徒歩１０分） 

 

あじさい寺の別名を持つ本土寺は，６月上旬には花菖

蒲が５０００本，下旬に向けて１０種類以上のあじさ

いが境内中に咲き渡ります。その数は５万本以上に及

び，見応えたっぷりです。 

紅葉もとてもきれいなので，秋もオススメです。 

ぜひ，一度足を運んでみてください。 

 

 

 

🌼 佐倉城址公園 🌼   

ＪＲ佐倉駅より徒歩約２５分・京成佐倉駅より徒歩約２０分 

バス：「国立博物館入口」または「国立歴史民俗博物館前」下車→徒歩約５分 

 

佐倉城址公園は，天守閣跡、空堀など城の遺構が多数残されている緑多き歴史公園です。 

６月になると，菖蒲田には，紫・黄・白など色とりどり

の花菖蒲約９０００株が美しく咲き誇ります。 

公園内の茶室三逕亭は，日曜・祝日のみ茶席が利用で

き，花を楽しみながら団子を食べ，ゆったりとした時間

が過ごせます。 

桜・牡丹・梅・菖蒲など四季折々の花が楽しめますの

で，ゆっくりとお散歩してみてはいかがでしょうか。 
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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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よつば総合法律事務所は現在，事務所改革中！！！です。 

 

昨年 4月に千葉事務所がオープンし，早 1年･･･。そして，よつば総合法律事務所はもう少しで

10周年を迎えようとしています。そこで，更なるより良い事務所を目指し，現在事務所改革中です。 

某経費コンサルティング会社様との打ち合わせを重ねながら，少しずつ改革を行っております。 

仕事の効率を上げるにはどうしたらいいか，備品の無駄遣いをやめよう，経費削減できるところはど

こか，伸ばしていくのはどこか，･･･など，所長大澤を筆頭に弁護士・事務スタッフの垣根を超えて事

務所全体で考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  番外編！？  机の整理整頓をしよう！ 

毎日使っている自分の机。身の回りの整理整頓も大事な改革の一つです。 

常にキレイなのが理想ですが，日々仕事に没頭していると乱れてしまうこともあります･･･。 

所員のお手本として所長大澤自ら机の整理整頓を全所員に報告してくれました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取捨選択・断捨離をして仕事効率を上げ，仕事に対する熱意もより一層上げていきます。又，紙

の無駄遣いは環境問題にも繋がります。人にも環境にも優しい事務所を目指します。 

◆協力会社様と 

     所長 大澤の打ち合わせ風景◆ 

たくさん考えて珍しく厳しい表情（！？）の大

澤です。事務所のために綿密な打ち合わせ

を重ねています。 

ビフォーがないのが残念ですが，アフター写真

です。必要最低限の備品のみでスッキリ。これ

で必要なものをすぐに取り出せます。 

机の中から出土した大量の筆記用具たち･･･ 

ペンの多さに事務スタッフからも驚きの声が。 

このペンの数だけ経費削減が出来ます。 

mailto:info@yotｓubasougou.com
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柏事務所の相談室をリニューアル！ 

少し前の話ではありますが，柏事務所の相談室をリニューアルいたしました！ 

パンフレットやセミナー情報など，ご来所された方に取って頂きやすいようラックを配置しました。 

 

■事務所入り口 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ■相談室・通路 

 

 

 ― 設置資料のポイント ― 

●その１●当事務所のパンフレットは案件別に分かれております。お悩みに合ったパンフレットが 

少しでもお役に立てば幸いです。 

●その２●定期的に開催中のセミナー情報満載！当事務所主催セミナー以外のチラシもございま 

      す。気になるものがございましたらその場でお申込みも可能です。 

●その３●直近のニュースレターのバックナンバーも設置中です！見逃した記事・気になる記事を 

      お読みいただくことが出来ます。 

 

柏事務所にお立ち寄りの際は是非資料ラックを覗いてみてください！ 

今後も少しずつリニューアルしご来所された皆様が快適にご相談出来るよう努めてまいります。 

▲インターホンの下に事務所パンフレットを置きました。ご案内をお待ちいただく間に是非お手に取ってみてください。 

▲相談室内，相談室までの通路にはパンフレット以外にもセミナー情報・その他お知らせが置いてあります。 
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