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～主な記事の内容～ 
●裁判官紹介（周南支部・簡裁） ●簡易裁判所紹介（柳井簡裁）  
●裁判員制度について 
●【投稿】裁判員制度を考える（元検察審査員） 
●受付相談センター・待合コーナー・ロビー紹介 
●裁判所手続案内（家裁）  
●裁判員制度出前講義 ●裁判所豆知識 
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裁判所紹介 

 柳井簡易裁判所，山口家庭裁判所柳井出張所は，気候温暖な県南東部の瀬戸内海沿いにある

柳井市，大島郡及び熊毛郡を管轄区域としています。 

 室町時代から商都として発展してきた柳井の市街地中心部には，国の重要伝統的建造物群保

存地区に選定された江戸時代の商家のたたずまいを残す白壁の町並みが広がり，そこから東へ

約１㎞ほどの位置に裁判所があります。柳井にゆかりの著名人として，明治の文豪國木田独歩

が挙げられますが，独歩は柳井津区裁判所書記官だった父の元に一時身を寄せ，多感な青年時 

代を柳井とその近辺で過ごし，当地を題材にした小説も多数執筆しています。 

 病院や学校として使用されていた現庁舎敷地内には，当時の名残のソテツや松が植えられてお

り，特大の松笠をぶら下げた松は地域住民から「裁判所の松」と呼ばれ親しまれています。 

 柳井の裁判所は，平成２年まで地家裁の支部が設置されていた関係で，独立簡裁としては大き

すぎる庁舎に，裁判官を含めた職員数４名で，紛争の対象となっている金額が１４０万円以下の

訴訟，６０万円以下の金銭の支払を求める少額訴訟，紛争を話合いで解決する調停，金銭等の支

払を書面審査で行う支払督促等の簡裁事件と家事事件の

審判及び調停の受付事務を取り扱っています。 

 小規模な裁判所ですが，職員一同力を合わせて，地域の

住民の方々が利用しやすい裁判所を目指して奮闘してい

きます。 

 

 

 

 

【庁舎外観】 

 山口県柳井市山根１０番２０号 

   ＴＥＬ ０８２０－２２－０２７０ 

安田裁判官 有賀裁判官 井田支部長 井上裁判官 

 周南の裁判所は周南市，下松市，光市を管轄区域として，民事訴訟，民事調停，刑事事件，家事審

判，家事調停等各種の事件を取り扱っています。それぞれの手続の特色に沿って，利用しやすく，分か

りやすい裁判を目指して職員一同頑張っています。 

－１－ 

簡易裁判所裁判官の井

上です。市民からよく

利用され，最も身近な

存在である簡易裁判所

で民事訴訟，民事調

停，刑事訴訟など様々

な事件を担当できるこ

とから，裁判官になり

ました。 

支部長の井田です。支部長として司法行政の仕

事をし，裁判官として民事・刑事・家事の各事

件を担当しています。裁判所がその役割を十分

果たすことができるように努力しています。 

簡易裁判所裁判官の安田

です。誰もが親しみやす

く利用しやすい，かつ，

平易な言葉でわかりやす

い診断をする，そういう

町医者のような役割を果

たすことができる，開か

れた簡易裁判所を目指し

ています。 

裁判官の有賀です。平成17年4月に横浜から転勤して参り

ました。民事・刑事・家事と多種多様な事件を担当してお

ります。難しい事件も多く，仕事上の苦労はありますが，

自分には合っている仕事だと思い頑張っています。もうじ

き長男が生まれる予定です。 



－２－ 

第４章   判  決 

 
 判決予定のせいか，今日の法廷はこれまでより多くの傍聴人

がいる。開廷前にビデオカメラを回すとのことで，新聞記者らし

い姿も目に入る。（※１） 

法廷に入るのは今日で５度目だが，入廷の際に感じる傍聴人

からの視線は今でも慣れない。皆が自分を見ているようで，緊張

感が高まる・・・。 

「それでは，被告人は前に出てください。これから，被告人に
対する殺人被告事件の判決を言い渡します。主文・・・。」 

                       （※２） 

いつもより大きめの声で裁判長の判決宣告が始まり，新聞記

者はメモを走らせている。被告人は判決の間，私たちの方を見た

まま裁判長の言葉を聞いていた。 

判決の間，Ｋは，被告人や証人の言葉，検察官と弁護人の説明，

評議で行った裁判長や裁判員との意見交換のことを思い出して

いた。 

「・・・この裁判は有罪の判決ですから控訴をすることができ
ます。控訴するときは広島高等裁判所あての控訴状を，明日から
１４日以内に当裁判所に提出して下さい。これで，判決の言い渡
しを終わります。」 

判決が終わり，被告人は小さく頷いてうなだれた。最終評議で

は自分も結論に納得したつもりだったが，うなだれている被告

人を見ると，本当にこの結論で良かったのだろうかという思い

も浮かんできた。 

「あら，もうこんな時間，それじゃあ，私達はお先に失礼します。
短い間でしたがお世話になりました。」 

裁判員のＷさんとＩさんは，にこやかに裁判官と裁判員に挨

拶をして，それぞれ保育園に預けている子供と，介護施設に短期

入所しているお祖母さんの迎えに，急ぎ足で部屋を出て行った。 

                        （※３） 

そうだよな，みんな大変だ・・・。Ｋは，上司から，有給休暇

なんだからしっかりやってこいと励まされたことを思い，裁判

員制度に理解のある会社であることを感謝した。（※４） 

「明日からは，また会社勤めか。」Ｋは，裁判所の玄関を出る

とき大きく背伸びし，気のあった大学院生の裁判員のＳ君を今

度飲みに誘おうかと思った。 

※２ 

  判決書に裁判員の氏名を記載す

るかどうかは今後検討されます

が，判決書に記載されることに

なっても，氏名を公表することは

ありませんのでご安心下さい。な

お，裁判員裁判の判決書には，裁判

官のみが末尾に署名・押印をしま

す。 

 
 興味のある人は，裁判所のホームページ 

(http://www.courts.go.jp)に裁判員裁判事件

の映画「評議」の「判決書」が載っているので

ご覧下さい。 

※３・４ 

【これまで】 

 Ｋが裁判員を担当することになった事件は，夫婦喧嘩の結果，妻が持ち出

してきた果物ナイフで夫を刺して死なせてしまった殺人事件（妻は殺意を否

認）であった。 

 評議・評決も終わり，いよいよ判決宣告の日になった。 

 裁判員として参加してい

ただきやすいような環境整

備が重要だと考えています。 

 裁判員の仕事に必要な休

みをとることは法律で認め

られています（労働基準法７

条）。また，裁判員として仕

事を休んだことを理由に，解

雇などの不利益な扱いをす

ることは法律が禁止してい

ます（裁判員法７１条）。 

（おわり） 

この体験記はフィクションであ

り，現時点における裁判員裁判

を想定したものです。 

 

 
 報道されること

を望まない方には，

テレビや新聞に顔

が報道されないよ

うに配慮します。 

※１ 

  裁判を担当することになった

のは，町工場経営者（小林稔

侍），サラリーマン（中村俊介）

ら６名の裁判員と３名の裁判

官（榎木孝明ら）。食い違う言

い分と絡み合った人間関係に

困惑する評議室。しかし，評議

を重ねていくうちに次第に真

実のベールが剥がされていく。

そして，たどり着いた結論と

は…。 
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(投稿：元検察審査員） 

「裁判員制度」 
 検察審査員に選ばれる以前の，私であったなら，賛否の意見を，持つどころか「他人事だ」

と無関心だったでしょう。実際，検察審査会の存在すら，知らなかったのだから・・・ 

 しかし，検察審査会で，いろいろな事件について考えさせられていくうちに，「法」とは身

近なものだと，感じました。確かに，何の知識も持たず，訓練も受けていない一般市民の意見

では年齢や社会的立場，男女の違いに，左右されやすく，公正さに欠けるかもしれません。 

 そうであっても，法律のプロではない私たちが必要とされたのであれば，力と礼を尽くした

い。また，尽くしていただきたい。そう願っているのです。 

 
 ※ 検察審査員は，検察審査会に所属し，選挙権を有する国民の中からくじで選ばれます。一般の国   
民を代表して，検察官が被疑者（犯罪の嫌疑を受けている者）を裁判にかけなかったこと（不起訴処 
分）のよしあしを審査するのが主な仕事です。 

●相談センター 
（１階正面玄関を入ってすぐ右の部屋部屋） ●受付相談センター 

（１階正面玄関を入ってすぐ右の部屋です） 

 受付相談センターは総合案内の窓口です。裁判所に初

めて来られる方は，まず受付相談センターにおいでくだ

さい。はじめにどのようなことで来られたのかお聞きし

た上で，ふさわしい部署や手続等を御案内します。 

 どうぞ遠慮なく利用して下さい。 

 裁判所に来られた方が打合せや，時間待ちに自由

に利用できます。簡易裁判所の手続や調停事件，少

額訴訟事件などの案内ビデオ及び，タッチパネル式

の手続案内も設置しています。 

●待合コーナー 
（１階正面玄関を入ってすぐ左の部屋です） 

●玄関ロビー 

 裁判員制度の情報コーナーがあります。裁判員制度

（Ｑ＆Ａ）のパネル展示や広報用の裁判員裁判のビデ

オを常時上映しています。ビデオは貸出しが可能です

ので，ご希望の方は地方裁判所庶務係に問い合わせて

下さい。 

１８年８月より，山口の裁判所に受付相談センター，待合

コーナーが設置され，玄関ロビーが模様替えされました！ 

－３－ 

（３６歳 女性 病院勤務） 
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（家庭裁判所編 ７）裁判所手続案内 vol.

～社会の中の家庭裁判所：その２～少年事件手続

被害者の方への調査②
（必要と判断された場合）

③

被害にあわれた方④
のための制度

＊「審判不開始」や「不処分」では，少年に対する処分はされませんが，調査官，裁判官
から，少年・保護者に対する教育的働きかけが行われています。

～家庭裁判所における少年事件の手続の一部について
更に詳しく説明します～

補導委託について③
少年に対する処分をすぐに決めることが適当でない場合，一定期間，少年を

家庭裁判所調査官の観察に付すことがあります。これを試験観察と言います。
試験観察を行う際，民間の人や施設に指導を委ねて観察することもあります。
これが，補導委託というものです。
補導委託は民間の方の篤志が不可欠です。少年の更生に協力したいという方

がおられましたら，当庁の首席家庭裁判所調査官等へお問い合わせください。

被害にあわれた方のための制度④
， ，家庭裁判所調査官の行う被害者の方への調査とは別に 被害にあわれた方は

１．少年事件記録の閲覧・コピー
２．心情や意見の陳述
３．審判結果等の通知

を希望することができます。これらの制度を利用するにはいずれも申出が必要
になります。詳しくは，当庁の訟廷事務室にお問い合わせください。

少年・保護者に対する教育的働きかけ ②被害者の方への調査① ，
については，前号で掲載しています。

少年・保護者に対する
①教育的働きかけ

事件の発生 警察官・検察官など

家庭裁判所

被害者の方

少年鑑別所

保護観察所 少年院 児童自立支
援施設など

社 会

試験観察

補導委託

審判不開始＊

調査（調査官）

少年・保護者に対する
①教育的働きかけ

審判（裁判官）

不処分＊

保 護 処 分

検察官送致保護観察
決 定

少 年 院
送致決定 その他

地方裁判所
簡易裁判所

事件送致

（ ）少年の身柄拘束・心身の鑑別

（審判期日への出頭）



 

 １０月２４日（火）午後１時から山口市内の中村女子高等学校

（体育館）において，全校生徒及び教員約５００名を対象にし

た裁判員制度に関する出前講義を行いました。市内の高校では

２件目ですが，過去の出前講義の中では最多の人数となりま

す。講師は山口地裁刑事部の武智裁判官が務めました。事前に

生徒から寄せられていた「なぜ裁判官になろうと思われたので

すか。裁判官になるまでの間に，一番苦労されたことはなんで

すか」等の質問に答えながら，平成２１年５月までに始まる裁

判員制度の説明を行いました。 
 講義後には，生徒の方から 

綺麗な花束までいただきまして， 

どうもありがとうございました。 

 １０月１０日（火）午後１時３０分から同４時まで，山口地方裁判所大会議室において，暮ら

しを考える一日教室（１０月）「もっと身近に！あなたのくらしと裁判所」が開催されました。 

 昨年に引き続いて２回目の開催となり，今回も多くの方（約５０人）に参加していただきまし

た。 

 講師は山口簡裁の花田裁判官と山口地裁刑事部の持田管理官が務め， 

少額訴訟制度，支払督促手続及び裁判員制度等について説明し， 

庁舎見学（法廷等）も行いました。 

 ９月２１日（木）午前１

０時から同１２時まで，

カリエンテ山口（山口県

婦人教育会館）におい

て，山口シティカレッジ 

公開講座 

「知っておき 

たい裁判員 

制度」が開催 

されました。 

 講師は山口地裁刑

事部の山本裁判官が

務め，参加者に対し

「裁判員に選ばれて

から慌てないよう

に，今から一緒に考

えてみませんか」と

説明されました。会

場はほぼ満席（約７

０人）となり盛況で

した。 

 

この地図記号をご存じですか？ 

 この記号は，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所，簡易裁判所をあらわします。 

（※最高裁判所は名前であらわしていて記号は表示しません。） 

 裁判所の地図記号は，△の下に棒を引き，立て札（たてふだ）のような形であらわされます。 

 これは，むかし裁判所が裁判の内容などを立て札で知らせていたことからこのような形になったようです。 
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