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ロータリーに輝きを

2014 ～ 2015

国際ロータリー会長

ゲイリー C.K ホァン

第2647回例会（3月17日）☆司会

森住

点鐘 …前田賢一会長

スマイル

斉唱 …我らの生業

壽永純昭君

等 副SAA

地区委員会出席の為、早退させていただきます。新会

会長報告
◎ガバナー事務所

員をあと一人お願いします。会員諸君、よろしくお願

より

・2015学年度新規米山奨学生のためのオリエン
テーション開催のご案内

髙橋

浩君

会員誕生祝い、ありがとうございました。

2015年4月11日(土)13：30 ～
場所

いします。

会田義明副会長

第一相澤ビル

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

より

・ハイライトよねやま180号

本日、地区公共セミナー出席の為、早退させていただ
きます。
栗原良幸君

幹事報告

妻への誕生日のお花ありがとうございます。

◎例会変更

今日のお花

・綾瀬春日RC
3月25日（水）→28日（土）第４グループ合同例会IM
点鐘

14：00

場所

海上自衛隊厚木基地

4月22日（水）→26日
（日）親睦移動例会
点鐘

18：30

場所

オークラフロンテティアホテル海老名

4月29日(水)→休会
（祭日により）
◎週報
・座間RC
・相模原南RC

あ せ び

馬酔木・三ツ葉ツツジ（壽永純昭君）

今日のお祝い 「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」
＊事業所開設
本多正彦君（27日）
髙橋 宏君（4月1日）
十亀健志君（4月1日）
鈴木茂男君（4月1日）

＊会員誕生日
柳田純昭君（29日）
前田賢一君（4月1日）
＊夫人誕生日
今井一男君（美樹子夫人25日）

今日の例会（2015 年 3 月 24 日）

＊結婚記念日
黄金井一太君（4月5日）
志保達郎君（4月8日）
＊入会記念日
十亀健志君（H22.4.6）

次回の例会（2015 年 4 月 7 日）

「倫敦二人旅」

「春の親睦例会」
（移動例会）
担当：西迫

哲君

担当：親睦活動委員長 十亀健志君

卓話「債権法改正について」
担当：常磐重雄君

債権法改正について
厚木ロータリークラブ
平成２７年３⽉１７⽇
弁護士 常 磐 重 雄

改正の概要


平成２７年度国会に提出予定



施工は早くても平成２８年度以降

１ 消滅時効について


Ｑ



Ａ



飲み屋のツケから逃げられれないと
聞いたのですが、本当ですか？



⽀払時期から５年は逃げられません。

契約の解除等



保証

改正要綱案

4.

債権譲渡



5.

債権は、次に掲げる場合には、時効
によって消滅する。

6.

消費貸借契約



7.

賃貸借契約

(1) 債権者が権利を⾏使することが
できることを知った時から５年間⾏
使しないとき。



(2) 権利を⾏使することができる時
から１０年間⾏使しないとき。

1.

消滅時効

2.

法定利率

3.

２ 法定利率


Ｑ



法定⾦利が上がると損害保険の受取
額が増加すると聞いたのですが本当
ですか。

３ 契約の解除等


Ａ 本当です。



改正要綱案



中間利息控除について、次のような
規律を設けるものとする。





個人保証をする範囲が制限されると
いうのは、本当ですか？



契約が解除しやすくなったと聞いて
いますが、どういう点で解除しやす
くなったのですか。

Ａ 債務者の帰責事由が不要となり
ました。



改正要綱案



①催告解除



②履⾏不能、履⾏拒絶、⼀部履⾏不
能で目的不達成の場合には無催告解
除



③⼀部履⾏不能の⼀部解除



いずれも債務者の責任の有無を問わ
ず解除可能。



但、債務の不履⾏が債権者の責めに
帰すべき事由のよるものであるとき
は解除できない。



Ａ 第三者の個人保証のみ、⼀定の
場合に制限されるだけです。



改正要綱案



①主として事業⽤に⽤いられた借⾦
を第三者が個人保証する場合、②契
約の前１か⽉以内に公正証書で保証
意思を明確にすること、③公証人の
口授、保証人の署名が必要



例外 法人の理事、取締役等、⼤株
主（会⻑）、共同経営者などは除外



主債務者は契約締結時に情報提供義
務が定められた。→虚偽説明は保証
契約の取消事由

５ 保証 その２


Ｑ

Ｑ



(1) 将来において取得すべき利益に
ついての損害賠償の額を定める場合
において、その利益を取得すべき時
までの利息相当額を控除するときは、
その損害賠償の請求権が生じた時点
における法定利率により、これをす
る。

４ 保証 その１




Ａ はい。包括的個人根保証は無効
となります。(保証人が法人は除く)



改正要綱案



個人根保証契約は、極度額を定めな
ければ、その効⼒を生じない。



根保証契約の保証人は、主たる債務
の元本、主たる債務に関する利息、
違約⾦、損害賠償その他その債務に
従たる全てのもの及びその保証債務
について約定された違約⾦⼜は損害
賠償の額について、その全部に係る
極度額を限度として、その履⾏をす
る責任を負う。



Ｑ



個人保証は取れなくなったと聞きま
したが本当ですか？

６ 債権譲渡

７ 消費貸借契約



Ｑ



Ａ はい。



Ｑ



A はい。



債権の譲渡禁止特約の効⼒がなくな
るって本当ですか？



改正試案





当事者が債権の譲渡を禁止し、⼜は
制限する旨の意思表示をしたときで
あっても、債権の譲渡は、その効⼒
を妨げられない。

お⾦の貸し借りが書⾯だけでできる
ようになったと聞きましたが本当で
すか？



改正要綱



書⾯でする消費貸借は、当事者の⼀
⽅が⾦銭その他の物を引き渡すこと
を約し、相手⽅がその受け取った物
と種類、品質及び数量の同じ物を
もって返還をすることを約すること
によって、その効⼒を生ずる。



消費貸借がその内容を記録した電磁
的記録によってされたときは、その
消費貸借は、書⾯によってされたも
のとみなす。





但し、取得した人が、譲渡禁止特約
の存在を知っていたか、重⼤な過失
で知らなかった場合、債務者は、債
務の履⾏を拒めるし、債務者に対し
て弁済をしても良い。

従前は５８７条で要物契約。

８ 賃貸借契約


Ｑ



敷⾦が全額返ってくるって本当です
か？

出席報告



Ａ 返還する範囲が明確化されまし
た。



改正要綱案



賃貸人は、敷⾦を受け取っている場
合には、ア 賃貸借が終了し、かつ、
賃貸物の返還を受けたとき、イ 賃借
人が適法に賃借権を譲り渡したとき
には、敷⾦から賃貸借に基づいて生
じた賃借人の債務を控除した⾦額を
返還しなくてはならない。



賃借人は、賃借物を受け取った後に
これに生じた損傷（通常の使⽤及び
収益によって生じた賃借物の損耗並
びに賃借物の経年変化を除く）があ
る場合において、賃貸借が終了した
ときは、その損傷を原状に復する義
務を負う。ただし、その損傷が賃借
人の責めに帰することができない事
由によるものであるときは、この限
りでない。

ご清聴ありがとうございました。

＜会員 39 名、出席対象 35 名＞

3 月 3 日例会
確定出席率 100％
＜事後メイク＞
小野 修君（3月8日／ IM）
小山賢司君（3月8日／ IM）
十亀健志君（3月8日／ IM）
三宅壯平君（3月8日／ IM）
米山尚登君（3月8日／ IM）
志保達郎君（3月8日／ IM）

3 月 17 日例会
出席 32 名 欠席 3 名 出席率 91.43％
＜欠席＞
小山賢司君・丸田隆弘君・米山尚登君

