
 

 

                                                       平成２７年２月２８日発行 第 2３号 

  

 

東中野図書館 個性づくりテーマ展示《第２３回》離婚 

 

離婚 
 

国内では、近年離婚件数が増加の傾向にあります。 

1970 年には、離婚率は婚姻数全体の 10％程度でしたが、2000 年には、婚姻した

夫婦の約３分の１が離婚に至っています。 

離婚率の増加は、若い世代の婚姻・離婚の増加と、子どもが成人に達し、夫が定年

退職したことを契機に離婚をする熟年離婚の増加が影響しているようです。 

また、社会の結婚・離婚に対する考え方や風潮の変化や、生活・就労環境の多様化

が進んだことにより、以前に比べ離婚が負担になりにくくなっていることが一因と

して考えられています。 

 

 

 

   

 

 

 

 ☆展示期間： 平成２７年 ２月 28 日（土） 

         ～平成２7 年 ４月 2３日（木） 

                 

 ☆展示場所：東中野図書館３Ｆ 法務情報コーナー 

 

 ☆問い合わせ：東中野図書館 

     

          中野区東中野１－３５－５ 

          ０３（３３６６）９５８１ 

 

 

 

 

 



 

 

 

離婚の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚の届出 

離婚届の提出は、どの方法による離婚の場合でも、必要です。 

協議離婚の場合には、離婚届を提出・受理することが離婚成立の要件となります。 

その他の離婚の場合には、新戸籍を作成する必要のために、 

報告的に行うものです。 

 

参考文献：離婚したい！ 自由国民社 

協議を重ねたがまとまらなかった場合や、相手が協議にのってこなかった

場合に調停を申し立てます。 

家庭裁判所で、調停委員という公平な第三者を間に入れ、話し合いを行い、

調停成立と同時に離婚成立となります。 

調停では、離婚するかどうか以外に、離婚後の親権や慰謝料についても話

し合うことが可能です。 

調停の話し合いでもまとまらなかった場合、裁判になります。 

家庭裁判所に、訴状とともに調停の不成立調書を添えて提起します。 

「離婚原因」とそれを裏付ける証拠があれば、相手が離婚に同意していな

くとも離婚することが可能ですが、「離婚原因」が備わっていることを立証

できなかった場合は、訴えは棄却され、離婚は認められません。 

 

調停が不成立となった場合に、調停に変わって裁判所が審判という形で離

婚を言い渡す方法です。 

しかし、2 週間以内にどちらかが異議申し立てをすると審判は無効となる

ためか、審判離婚の例はほとんど無いようです。 

必要な要件は２つ。 

夫婦双方が離婚に合意していることと、離婚届を提出し受理されること。 

当事者間に離婚原因がなくとも、双方が合意すれば離婚できます。 

養育費や慰謝料・財産分与について定める場合は、離婚協議書を作成して

おく必要があります。 

裁判離婚 

 

調停離婚 

 

協議離婚 

 

審判離婚 

 

離婚の訴えの訴訟手続きについては、人事訴訟法の規定が適用されます（人事訴訟法第 2条 1号）。 

なお、調停により離婚の合意が成立する場合（家事審判法第 21 条第 1 項）、調停が成立しない場合に審判

により離婚が認められる場合（家事審判法第 24条）もあります。 

 



 

 

離婚のＱ＆Ａ 

 

離婚の際に必ず決めなければならない事項はなんでしょうか？ 

 

①結婚前の氏にするか、現在のままの氏にするか。②どちらが子どもを引き取るか。 

③財産分与、慰謝料はどのようにするか。④子どもの養育費をどのように支払うか 

⑤引き取らない方の親はどのように子どもと会うか。 

⑥相手の財産がどのような形で、いくらくらいあるのか。 

 

夫の退職前に離婚すると、退職金や年金は財産分与してもらえるのでしょうか。 

 

退職金は財産分与に含まれないと考えた方が良いですが、退職予定がある程度決まっていたり、確

実にもらえる場合であれば、結婚期間に応じて退職金も財産分与の対象となります。退職金の受け

取り方としては 2通りあり、1つは、退職金が支払われることを条件に財産分与の対象とする方法

です。もう 1つは、将来支払われる退職金を現在の金額に引き直して、その何割かを支払うという

方法です。 

年金については、財産分与の対象となります。方法としては、1つは、将来夫が受給する年金のう

ち、妻の年金との差額の何割かを妻の死亡まで受給するという、扶養的な方法です。もう 1つは、

現時点の金額に引き直して、清算的に離婚時に支払うという方法です。なお、夫が会社員の場合、

厚生年金の一部を専業主婦の妻が年金受給時に受け取ることができる制度が設けられています。こ

の制度により、妻は厚生年金分を受け取ることができる権利を最大で 2分の 1にできます。 

 

妻が引き取った子どもを、なんとか引き取れないものでしょうか。 

 

子どもがいる夫婦が離婚する場合には、離婚するときに、親権者・監護者を決定します。離婚後に

子どもを引き取る手続きについては、現在、親権者・監護者がどちらであるかによって対応の仕方

が変わってきます。別れた元妻が親権者である場合で、親権を移すときは、戸籍の変更が必要にな

ります。そのため、家庭裁判所の親権者変更の調停または親権者変更の審判を経なければなりませ

ん。その際、家庭裁判所では、子どもの福祉にとって最も良い方法をとることになります。 

親権者の変更を行わず、監護権だけを取りたい場合は、話し合いだけでも監護権の移転をすること

はできます。話し合いがつかなければ、調停か審判を申し立てます。 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献：すぐに役立つ離婚をめぐる法律とトラブル解決相談１２９ 三修社

 

このような Q&A や判例は、展示してい

る資料に掲載されています。 

ぜひ手に取ってご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オススメ展示図書 

『有利に解決！離婚調停 こじれた話し合いもスッキリとうまくいく！』 

324.6 イ   

   飯野 たから／著    自由国民社   2014 年 

慰謝料、財産分与、子どもの養育費、親権・監護権・・・。 

もつれた争いを有利に解決できる調停手続きの活用法を、実務に即してわかりやすく解説 

しています。手続きの流れから、調停委員との接し方、文書の上手な書き方まで、新しい 

家事事件手続法に対応。 

『「最高の離婚」のつくりかた』   324.6 オ 

    岡野 あつこ／編著   自由国民社   2014 年 

 

誰にも相談できずに迷っている人、離婚を決意した人、どうしても別れたくない人に、 

事例による質問形式で法律面・メンタル面からアドバイスします。 

「最高の離婚」は、後悔のない、次なる幸せのステージに向かうための決断です。 

『「離婚」のやさしい事典 キーワードと用語でわかりやすく解説』 

324.6 リ   

   比留田 薫／監修   主婦の友社   2014 年 

離婚には、難しくてややこしい法律用語や届出書類、手続きがつきものです。 

離婚について知っておきたい基礎知識や決まりを、用語やキーワードでわかりやすく解

説しています。正しい知識を得ることで、気がかりや心配ごとを少しずつ解決していき

ましょう。 



 

 

 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

「最高の離婚」のつくりかた 岡野 あつこ／編著 自由国民社 2014 324.6 オ 

図解離婚のための準備と手続き 鈴木幸子・柳沢里美／監修 新星出版社 2014 324.6 ズ 

弁護士に聞きたい！離婚のトラブルＱ＆Ａ 馬場・澤田法律事務所編 中央経済社 2013 324.6 ベ 

男の離婚術 マイタウン法律事務所 講談社 2014 324.6 オ 

離婚を考えたらこの 1冊 石原 豊昭・内海 徹／共著 自由国民社 2014 324.6 イ 

いちばん幸せになるために別れる？やりなおす？ 新川 てるえ 青志社 2014 367.3 シ 

「離婚」のやさしい事典 主婦の友社編 主婦の友社 2014 324.6 リ 

有利に解決！離婚調停 飯野 たから 自由国民社 2014 324.6 イ 

知って得する！家族と法律 長橋 晴男 ｸﾘｴｲﾂかもがわ 2014 324.6 ナ 

パートナーの浮気に気づいたら！ 

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス 
元榮 太一郎／編著 中央経済社 2014 324.6 モ 

ぜったい離婚！？と思った時に読む本 
金盛 浦子／文 

小林 裕美子／画 
佼成出版社 2014 367.3 カ 

ぜったい後悔したくないよくわかる離婚相談 柳原桑子・大塚ガク／監修 池田書店 2013 324.6 ゼ 

よくわかる家族法 本澤 巳代子ほか ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2014 324.6 ヨ 

子どもの幸せを守る円満離婚のカンドコロ 
高橋 健一／著 

ふじた きりん／マンガ 
飛鳥新社 2015 324.6 タ 

離婚を考えたときにまず読む本 豊田 眞弓 日本経済新聞出版社 2013 324.6 ト 

離婚調停 新版 秋武 憲一 日本加除出版 2013 324.6 ア 

悩む前に知っておきたい離婚の手続き 中里 妃沙子 日本文芸社 2012 324.6 ナ 

離婚の準備と手続きがわかる本 最新版 広瀬 めぐみ／監修 ナツメ社 2011 324.6 リ 

戸籍のためのＱ＆Ａ「離婚届」のすべて 荒木 文明 日本加除出版 2010 324.8 ア 

なぜ、結婚はうまくいかないのか？ 森川 友義 
ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ・ﾄｩｴﾝ

ﾃｨﾜﾝ 
2013 367.4 モ 

イマドキの不倫事情と離婚 露木 幸彦 祥伝社 2014 367.9 ツ 

離婚しない結婚物語 菅 絹子 ごま書房新社 2012 367.3 ス 

シングルマザーを生き抜く１５のノウハウ ふじ えりこ 合同出版 2012 369.4 フ 

女性のための損をしない離婚の本 石原 豊昭 自由国民社 2014 324.6 イ 

すぐに役立つ離婚をめぐる法律とトラブル解決相

談１２９ 
梅原 ゆかり／監修 三修社 2014 324.6 ス 

熟年離婚と年金分割 柴田 崇裕 総合法令 2006 324.6 シ 

離婚したい！ 中里 妃沙子 自由国民社 2011 324.6 ナ 

【展示図書リスト】 



 

 

離婚について調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

 離婚 ／ 離婚調停 ／ 離婚届 ／ 家庭裁判所 ／ 家族法  ／ 内縁  

 ／ 慰謝料 ／ 協議離婚 ／ 裁判離婚 ／ 審判離婚 ／ 熟年離婚 

   など 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

 

                                                 

                                                 

『中野区立図書館ホームページアドレス』 

                     http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

 

              ・・・中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で 

                 調べてみましょう。 

 

 『東京都立図書館統合検索』 

                      http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

              ・・・東京都内の公立図書館の蔵書について一括して検索できます。 

 

 

３．雑誌・新聞で調べる 

東中野図書館では、雑誌・新聞は 2 階にございます。 

 

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

☆日経新聞縮刷版は過去 10 年分ございます。 

 

雑誌 『ジュリスト』 有斐閣 

   『ｆａｒｏ』 司法の窓 （中央図書館） 

 

 

 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/


 

 

４．基本的な情報を調べる 

 

●テーマの棚を調べてみましょう。 

分野 分類記号 分野 分類記号 

離婚（民法） ３２４．６２ 家族関係 ３６７．３ 

 

 

５．用語や事例について調べる 

 

言葉の意味などを調べてみましょう。 

 

『現代用語の基礎知識 ２０１3』 ０３１ ゲ １3 

      自由国民社 ２013 年 

★インターネットで探す 

 『裁判所 －夫婦関係調整調停（離婚） －』   

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_01/ 

       ・・・最高裁が提供する裁判例検索システム。裁判所名・事件番号・裁判年月日等で検索可能。 

 

 

６．関連機関を活用する 

関連機関で離婚に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

 

 

『厚生労働省』・・・ 

      http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html 

 『法テラス』（日本司法支援センター）・・・ 

   http://www.houterasu.or.jp/ 

 『法務局』・・・ 

   http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/ 

 

                                         

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_01/
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/143-21.html
http://www.houterasu.or.jp/
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東中野図書館からのお知らせ 

おはなし会  場所：２階 絵本コーナー            

       ３月２日（月）  ４月６日（月） 

よもよも ０才～３才児向け  

       ３月４・１１・１８・２５日 

 ４月１・８・１５・２２・２９日 

       幼稚園・保育園 小学生向け  

 

一般展示： ３月のテーマ 

      ２階エレベーター横 

特別展示： ３月のテーマ 

      ＹＡコーナー入り口 

児童展示： ３月のテーマ「冬」 

      ２階カウンター横 

壁展示：「ひなまつり」 

 

 

 


