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Inside this issue: 
 陽春の候，ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。いつも一方ならぬお力

添えにあずかり，誠にありがとうございます。 

 新年度を迎え，また法人化１周年を目前にして，思いも新たに，本年度の抱負を

考えました。 

 私の抱負は，「精励恪勤（せいれいかっきん）」です。これまでと同じ生き方

を，愚直なまでに続けたいと思います。 

 持ってみたいものは博学多識、してみたいことは八面六臂、夢は、大きく機略縦

横ですが，我が身は，平々凡々，浅学非才であることを思うと，やはり，誠心誠

意，職務に精励し，温厚篤実を旨に恪勤したいと思う次第です。 

 ところで，現在，我が国は，司法改革の一貫としての弁護士増員の影響により，

弁護士の数が急激に増加しています。これは，社会に，行政に，企業に，各種法人

に，客観的で，また，論理的な思考方法を，思考の文化を，造り広げる契機になる

ことが期待できます。 

 今，企業がしている種々の経済活動の中から，契約書を作らないで取引をした結

果の紛争が，至る所で発生しています。法律文化の広がりは，このような紛争をな

くしていくことが期待できます。 

 当事務所は，本年度も，地域の経済と文化の発展，興隆を祈って，その一助にな

りたく，「精励恪勤」を続けたいと思います。 

 本年度も、よろしくお願いいたします。 

 

平成２６年４月吉日 

弁護士法人菊池綜合法律事務所 

代表弁護士 菊 池 捷 男 

ご挨拶 

精励恪勤… 

つとめはげむこと。力

を尽くしてつとめるこ

と。 

（「広辞苑」より） 
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 その「別段の定め」の1つが「・・・の

日から起算して○日間」という定めで

す。 

 例えば，憲法100条は「この憲法は，公

布の日から起算して六箇月を経過した日

から，これを施行する。」と規定してい

ますが，ここに「起算して」という言葉

が使われています。「起算して」という

言葉はその日から期間が始まるという意

味ですので，「初日を算入している」定

めになるのです。 

 「法律で期間を定めている場合の期間

の数え方について、初日は算入しないと

いう「初日不算入の原則」があること

は，前述しましたが，民法139条は「期間

の計算方法は，法令若しくは裁判上の命

令に特別の定めがある場合又は法律行為

に別段の定めがある場合を除き，この章

の規定に従う。」と規定していますの

で，「法令若しくは裁判上の命令に特別

の定めがある場合又は法律行為に別段の

定めがある場合」は，初日不算入の原則

の適用を受けないことになります。 

2  「・・・の日から起算して○日間」の意味   

1  「・・・の日から○日間」の意味   

 これは，民法140条が「日、週、月又は

年によって期間を定めたときは，期間の

初日は，算入しない。ただし，その期間

が午前零時から始まるときは，この限り

でない。」と規定しているからです。 

 このような扱いを「初日不算入の原

則」といいますが，この民法140条のみな

らず，民法139条以下の，期間に関する諸

規定は，民事法関係のみならず，公法関

係にも適用されていますので，例えば，

憲法54条の「衆議院が解散されたとき

は，解散の日から40日以内に，衆議院議

員の総選挙を行・・・しなければならな

い。」との規定の「40日」も解散の日の

翌日から数えることになるのです。 

間違えやすい法令用語 

 「・・・の日から○日間」・「・・・の日から起算して○日間」  

 民事訴訟法285条は「控訴は、判決

書・・・の送達を受けた日から2週間の不

変期間内に提起しなければならない。」

と規定し，控訴期間を定めています。 

 この場合の「判決書の送達を受けた日

から2週間」とは、いつからいつまでをい

うのでしょうか？ 

 例えば，ある年の3月1日に判決書の送

達を受けたとした場合で考えますと，こ

の場合の2週間は，3月2日から15日までの

2週間になるのです。 

 つまり，「判決の送達を受けた日から2

週間」という場合の「2週間という期間」

は，送達を受けた日を算入しないで，そ

の翌日から2週間を数えることになるので

す。 

 弁護士菊池捷男が 

コラムを連載中！ 

マイベストプロ岡山 

http://mbp-

okayama.com/ 

 

山陽新聞社の定める

「マイベストプロ岡山

の掲載基準」に沿った

審査を通過した、岡山

の専門家・プロを探せ

るWEBサイトです。 

弁護士菊池が法律の話

を分かりやすく解説し

ています。 

 

■判決の送達を受けた日から2週間 

3/1 3/15 3/2  

2週間 
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 法令の施行日を定める言葉として，例

えば「平成○○年4月1日から施行す

る。」など確定日を定めその日から施行

することを表す場合と，公布の日を基準

に一定期間が経過した日から施行する旨

を定める場合などがありますが，後者の

場合の表現として「公布の日から○○日

を経過した日から施行する。」という定

め方はされていません。 

 その理由は，以下のとおりです。 

 すなわち，期間に関する通則である民

法140条の本文は「日，週，月又は年に

よって期間を定めたときは，期間の初日

は，算入しない。」と定め，初日不算入

の原則を採用していますが，そのただし

書きで「ただし，その期間が午前零時か

ら始まるときは，この限りでない。」と

規定していますので，「公布の日から○

日間」と言う場合の「公布」が，通常は

ありえないことですが午前0時になされた

ときは，「公布の日から○日間」という

場合は初日が算入されることになります

ので，一般の人には，その法令の施行日

が判然としないということが起こるので

す。そこで，そのような疑義を招かない

ために，公布の日を含むことが明らかな

表現つまり「公布の日から起算して○日

間」という表現方法がとられているので

す。 

3 法令の施行日の定め方   
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あなたはこんなことで困っていませんか？ 

保険会社から提示された示談金額は妥当ですか？ 

相続人の間で遺産分割協議の話が進まない… 

 多くの交通事故被害者の方が，訴訟を起こすことなど考えてい

ません。しかし，任意保険が提示した損害賠償額があまりに少な

く，当事務所にご相談にこられる方が多数いらっしゃいます。過

去に扱った事件の中には，任意保険基準の損害賠償額と裁判基準

の損害賠償額では７倍もの開きがあったものがあります。提示さ

れている示談金額が妥当かどうか，ご相談されることをお勧めい

たします。 

 相続の問題は，人が亡くなった時に，突然表面化します。 

 遺産分割の方法の原則は法律で定められていますが，実務上

は原則どおりではないことも多くあり，これらは弁護士の経験

と知識がないと理解しづらいところです。 

 当事務所では，皆様にご納得いただける遺産分割をして頂け

るようにサポートしますので，お気軽にお問合せ下さい。 

 
いつでも相談できる 

強い味方！ 

顧問料の範囲内であれ

ば、ご自由に何度でも

相談をお受けします。 

月額２万円（税別）～

（会社の規模によりま

す。） 

 

お気軽にお問い合わせ

ください。 

交通事故 

相続 

契約書チェック 

初めての会社の場合 

初回２万円（税別）

で回答いたします。 

 

ただし、継続相談になった場

合の相談料については、協議

のうえ決めさせていただくこ

とがあります。 

一度ためして 

みませんか？ 

 ご加入の保険に弁護士費用特約が付いている場合は，利用条件

を満たしていれば，弁護士に相談や依頼をする際に，保険会社が

弁護士費用を負担します。弁護士費用の負担を気にすることな

く，弁護士に相談してアドバイスを求めたり，加害者または加害

者側の保険会社との示談交渉・訴訟（裁判）などを弁護士に依頼

することができますので，交通事故の被害者にとって大変心強い

特約といえます。 

自動車保険の弁護士特約について 
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 弁護士法人菊池綜合法律事務所 
 〒700-0807 

 岡山市北区南方１丁目８番１４号 

  Tel  ：086-231-3535 

  Fax ：086-225-8787 

 E-Mail：t-kikuchi@kikuchi-law.jp 

   WEB： http://www.kikuchi-law.jp 
菊池綜合法律事務所 検索 

受付時間 
 
月～金 ９：００～１７：００ 
 
   土    ９：００～１２：００ 

弁護士法人 

菊池綜合法律事務所は 

「迅速・的確・丁寧」

な事件の処理を心掛け

ております！ 

ご相談に来られる

場合は、事前にご

予約ください。 

 

＊なお、 

 

 

 

 

 

 

についてのご相談

は平日も初回に限

り、無料で受け付

けております。  

毎週土曜日 

初めての方限定 

（お１人様３０分） 

無料相談実施中 

相続 

交通事故 

借金問題 

 昨年司法修習を終え，１２月から弁

護士法人菊池綜合法律事務所にて弁護

士としての第一歩を踏み出すことにな

りました藤原由季子と申します。 

 まだまだ未熟ではございますが，少

しでも皆様のお役に立てるよう丁寧か

つ誠実に仕事に取り組みます。 

 また，日々の努力を怠らず，皆様の

法的問題の解決に全力を尽くします。 

 どうかよろしくお願い致します。 

 昨年，弁護士法人菊池綜合法律事務

所に入所しました弁護士の佐藤英生と

申します。 

 お客様と誠実に向き合い，的確なア

ドバイスを行うことで，最善の問題解

決へ向けてのお手伝いをしていきたい

と思います。お客様と丁寧に話し合

い，思いを共有し，共に問題解決をし

ていけるように努力致します。 

 日々成長していこうと思いますの

で，よろしくお願いいたします。 

弁護士菊池捷男 
 

今年度の抱負 
「精励恪勤」 

弁護士髙橋絢子 
 

今年度の抱負 
「切磋琢磨」 

弁護士箱守英史 
 

今年度の抱負 
「正正堂堂 」 

弁護士武井奈保子 
 

今年度の抱負 
「報恩謝徳」 

弁護士 藤原由季子 
 

今年度の抱負 
「謹言実直」 

弁護士佐藤英生 
 

今年度の抱負 
「奮励努力」 

新人弁護士紹介 

 

駐車場 
完備 


