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～主な記事の内容～ 
●人物紹介 ●支部紹介（宇部支部）  
●裁判員制度について ●裁判所手続案内（地裁民事）  
●裁判所手続案内（家裁） ●街なか大学について  
●裁判手続を利用した詐欺に注意 ●裁判所豆知識  



 

花田裁判官 武智裁判官 中内裁判官 

 防府簡裁（週３日）と

山口簡裁（週２日）を担

当している中内です。こ

れまで１６の裁判所に勤

務しましたが，一番西の

裁判所が山口です。趣味

のひとつに人文，地理，

歴史の分野があります

が，各地を歩き回ってい

るうちに，山口が大好き

になりました。 

 弁護士さんなど法律の

専門家がついていない人

にも理解できるような，

わかりやすい裁判を心が

けています。 

  裁判官の武智です。地方裁判所の刑

事・民事事件，家庭裁判所の事件のほ

かに，山口簡易裁判所の刑事事件も担

当しています。 

  昨年4月に山口に参り

ました，花田です。山口

は自然が豊かで四季折々

の景色に心動かされます

し，歴史や文化にももっ

と触れてみたいと思って

います。 

 民事事件を中心に担当

していますが，交通事故

や身近なトラブルの事件

が増えてきたように思い

ます。わかりやすい裁判

のために何をすべきか，

まだまだ考えていかねば

と思っていますが，時に

は，テニスをしたり，音

楽を聴いたりして，スト

レスを解消しています。 

 簡易裁判所では，民事事件ではいわゆるサラ金業者からの貸金，ク

レジットカード利用代金など，刑事事件では，窃盗や交通事故による

けがなど，身近に起こる案件を取り扱っており，わかりやすい裁判を

目指してがんばっています。 

簡易裁判所の仕事内容 

 

庁舎外観 

〒755-0033 宇部市琴芝町２－２－３５ 

℡０８３６－２１－３１９７ 
－１－ 

山口地方・家庭裁判所宇部支部，宇部簡易裁判所は，ＪＲ宇部線琴芝

駅から徒歩５分の場所に位置し，管轄区域は，地方裁判所が宇部市，

山陽小野田市，美祢市を併せた地域，家庭裁判所及び簡易裁判所が宇

部市（楠総合支所の所管区域を除く）です。 

  宇部市は炭鉱産業から発展した工業地域で，カッタ君で有名な常盤

公園，宗隣寺等の観光施設や大学等の各種学校施設，空港などを有し，民事事件では医療過誤，建築瑕疵，雇用

関係に関する訴訟等，多種多様な事件が係属しています。 

  宇部の裁判所では，昨年８月から本年２月初旬にかけて庁舎改修工事が行われ，これに伴って，利用者の多い

民事関係部門が１室化されて民事受付スペースも広く明るくなったこと，家庭裁判所書記官室が１階から２階に

移動し，受付スペースも広くなったこと，調停室が２部屋増えたこと等，従前に比べて来庁者がより利用しやす

い環境になりました。 

  宇部の裁判所は職員数３０名余と小規模ですが，「適正，迅速な裁判及の実現」，「国民に利用しやすい裁判

所」を目指して，職員一同努力を続けています。宇部の裁判所では，毎週月曜日午後に特定調停及び破産手続に

関する集団説明会を実施しており，今後も目標実現に向けて職員一同邁進する所存ですので，御用のある際は遠

慮なくお越しください。 

宇 部 
～支部紹介～ 
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第２章 公判始まる 
 

「主人を殺すつもりはありませんでした。ナイフで刺すつもり

もありませんでした。揉み合っているうちに誤って刺さったの

です・・・。」（※１）（※２） 

 

事件の概要は，「被告人が自宅で夫と喧嘩になり，果物ナイフで

胸を突き刺して即死させた。」というものだが，被告人Ａ子は，

裁判長の「検察官が読み上げた公訴事実にどこか間違いがあり

ますか。」という質問に対して戸惑うことなくこう答えた。 

 

「否認している・・・要するに殺意を争うということか・・・。

でもこの事件なら何とか裁判員やれるかも知れないな・・・。」 

 
Kは，推理小説にでも出てくるような難しい事件だったらどうし

ようなどと内心不安だったが，ありふれたといっては不謹慎か

も知れないが，夫婦喧嘩を発端とする割と身近に起こりうる事

件だったので少しほっとすると同時に他人事ではないような気

もしてきた。 

 

「しかし，ナイフを持ち出してそれが被害者の胸に刺さってい

るのに刺すつもりがなかったということがあるのだろう

か・・・。」 

 

Ｋがそう考えているうちに，検察官の冒頭陳述が始まった。法廷

内に設置されたスクリーンを使って思ったよりビジュアルでわ

かりやすい説明だった。Ｋは漠然とではあるが，検察官の言うと

おりで間違いないだろうと思っていた・・・すると，裁判長から

注意があった。 

 

「これはあくまでも検察官のストーリーですから，それが正し

いかどうかはこれから行われる証拠調べの中で皆さんに判断し

てもらいます。」 

 

続いて，弁護人の冒頭陳述が行われた。もみあっているうち弾み

で刺さったというものであるが，Ｋは，そう言われればそういう

こともあるかなとも思った。しかし，いずれにしても，判断する

のはまだ早すぎる。 

 

その後，検察官，弁護人双方から立証がなされ，休憩をはさみな

がら，証人尋問，被告人質問が行われた。（※３） 

証拠調べ手続が終わると，弁論手続となった。まず，検察官の論

告，求刑，次に，弁護人の弁論，そして最後に被告人の最終陳述

があった。公判は２日目となっていた。 

 

「いよいよ最終の評議か。人を裁くというのはやはり気が重い

が，他の裁判員や専門家である裁判官はどう考えているのだろ

うか。議論してみたい気もするが・・・。」（※４） 

起訴状 

被告人は・・・・・殺害

したものである。 

＊１ 

冒頭手続では，まず検察官が起訴（き

そ）状を朗読し、 裁判で調べる内容

が明らかにされます。「黙秘権」は話

したくないことは話さなくてもいい

という権利です。「罪状認否（ざい

じょうにんぴ）」 では、被告人が罪

を認めるかどうかを述べます。 

＊２ 

裁判員制度の対象となる事件は，国

民の皆さんの関心の高い重大な犯罪

に関するもの，例えば殺人，強盗致死

傷，現住建造物放火等があります。 

＊３ 

裁判員は1人だけで「裁

く」のではありません。他

の裁判員や裁判官ととも

に，いろいろな疑問や意

見を出し合った上で，い

わば「一つのチーム」とし

て，結論を見つけ出して

いくのです。真剣に議論

した結果であれば，妥当

な結論に至ることができ

るはずです。  

刑事事件においては，「疑わしきは被

告人の利益に」の原則が貫かれてい

ますから，まず，検察官が，証拠に

よって公訴事実の存在を合理的な疑

いを入れない程度にまで証明するた

めの立証活動をしなければなりませ

ん。 

＊３ 

＊４ 

（つづく） 



電話会議による方法 

 民事訴訟では，当事者が遠隔地に居住しているときなどには，当事者の意見を聴い

て電話会議システムを利用して手続を行うことができるとされています（民事訴訟法

１７０条３項）。 

 例えば，北海道に住んでいる人を相手にして，山口地方裁判所で民事訴訟をする場

合，毎回，両方の当事者が山口地方裁判所に出頭しなければならないとすると，相手

の交通費だけでも高額になりますし，次回裁判の日を決めるに当たっても，相手の都

合が簡単につくとは限らず，それだけで裁判が長期化する原因となってしまいます。

しかし，電話会議システム(写真１)を利用すれば，相手の人は裁判所に出頭しなくて

も，裁判所からかかってくる電話に出て，自分の主張したいことを述べたり和解の話

し合いをすることも可能というわけです。 

 電話会議による方法は，すべての裁判上の行為ができるというわけではありません

が，当事者間で対立している事実関係は何なのかなどを確認するためには非常に便利

なものだと言えます。 

テレビ会議システムによる証人尋問 

 電話会議による方法は，当事者の一方が遠隔地に居住しているときなどに利用する

ことができますが，裁判で証言してほしい人が遠隔地に居住している場合には，電話

会議ではなく，テレビ会議システム(写真２)で証言をしてもらうことができます（民

事訴訟法２０４条）。 

 例えば，その証人が東京に住んでいる場合，証人には東京地方裁判所に出頭しても

らって，山口地方裁判所と東京地方裁判所をテレビ会議システムで中継して，証人尋

問を行うというものです。 

 テレビ会議システムによる証人尋問では，お互いの表情を確認することができます

し，書画カメラ(写真３)という専用のカメラも併せて置かれていますので，証拠書類

（契約書，領収書，図面など）を証人に示したりすることも可能です。 

 民事訴訟では，原告と被告の当事者双方が裁判所に出頭し，法廷の場で，お互いの言

い分を主張したり，証拠を提出するのが原則です。しかし，当事者の一方が遠隔地に居

住しているなど一定の場合には，電話会議システムやテレビ会議システムを利用して裁

判手続を進めることが可能とされていますので，今回は，その紹介をします。 

民事裁判の手続案内 

(写真１)電話会議システム (写真２)テレビ会議システム (写真３)書画カメラ 

※ 電話会議システムは，最大三者間（裁判所と外部２カ所）の同時通話が可能です。 

－３－ 
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成年後見制度は，判断力が不十分な方々

（認知症の方，知的障害者，精神障害者

など）を法律的に保護し，支えるため

の制度です。

たとえば，預金の解約，福祉サービス

契約の締結，遺産分割協議，不動産の

売買などを行う必要が生じても，本人

の判断能力が不十分であると，単独で

手続を行うことができませんし，

本人だけで行うことにより，不利益を

受けるおそれがあります。

そこで，本人の判断能力を補い，損害を受けない

ように保護するために，家庭裁判所が援助者を選びます。

この援助者が本人のために活動するのが法定後見制度です。

この制度は，本人の判断能力によって，後見・保佐・補助 の３つ

に区分されます。

手続の流れは，以下のとおりです。

【手続相談】 後見等開始の手続の流れをご説明します。
山口家庭裁判所は，後見については，申立てに

↓ 関する書式一式「後見申立てセット」を
準備しています。

【申立て】 申立手数料（１件につき800円），登記印紙，
↓ 郵便切手等の費用がかかります。

【調査】 家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり，本人に
↓ 面接します。

【鑑定】 後見と保佐については，通常，本人の
判断能力について鑑定が必要になります。
鑑定料は５万～10万円程度かかります。

【審判】 家庭裁判所は，最も適任と思われる方を
成年後見人等に選任します。

※ 詳しくは，最寄りの家庭裁判所窓口にお越しください。
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 1月１７日（火）午後６時より，山口市内（大殿公民

館）で山本裁判官の講師による第3回まちなか大学

が開催されました。 

 テーマは「模擬裁判」。受講生の方々が検察官，弁

護人，被告人，証人役を担当し，裁判所で用意した模

擬裁判用シナリオの台本を読んでいただきました。そ

の後，裁判官と受講者による模擬評議を行い，被告

人が有罪か，それとも無罪なのか，有罪の場合の量

刑は何年が妥当かを話し合いました。受講者から活

発な意見，質問等が出て，大変盛り上がりました。 

 予定時間（2時間）を超えたため，全体の意見（判

決）をまとめるまでにはいきませんでしたが，裁判官

から「参考になる意見が多かった。」との感想が聞か

れました。 

 

  

 当庁では，講師を外部に派遣する出前講義を

行っております。裁判員制度その他に関する事

項について，当庁総務課までご相談ください。 

 企業等の新人研修にいかがでしょうか。  

   平成１８年１月２４日 山口市名田島公民館で 

   出前講義（模擬裁判）がありました。 

出 前 講 義 
 

 市内外の中学校，高等学校から職場体験

に来庁されました。どうもありがとうございま

した。 

 平成１７年１１月１７日  防府市立桑山中学校 

 平成１７年12月１５日 山口県立西京高等学校  

職 場 体 験 

お問い合わせ先   

山口地方裁判所総務課 

℡083-922-1330 

  

 

   

           ～裁判所を装った架空請求の詐欺事件が多発しています～      

 次号では，架空請求の詐欺について特集します。 

 保証人と一般に言われているものには，「保証人」と「連帯保

証人」があります。両者の相違点は，保証人は債権者から請求さ

れても，まず，債務者に請求した後に自分に請求するように主張

でき（催告の抗弁），又，その後の請求であっても債務者に十分

弁済できるだけの資産があり，且つ強制執行によって簡単に回収

することができることを証明すると，債権者の請求を拒むことが

できる（検索の抗弁）点です。 

 連帯保証人には，この抗弁権がないため，債務者に請求する前

に履行の請求を受けて保証債務を履行しなくてはなりません。 
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