
職員によるセクシュアル・ハラスメント事案の

外部の方からの通報窓口について

【概要】

裁判所の職員によるセクシュアル・ハラスメント行為についての外部の方からの通報窓

口を下記のとおり設置しております。

通報に当たっては，可能な限り，いつ，どこで，誰に，どのような行為をされたのかを

具体的にお知らせ願います。また，必要に応じて，裁判所から通報された方に対して，問

い合わせをさせていただくこともありますので，できるだけ連絡先を御明記いただきます

ようお願いいたします。

いただいた通報等への対応に当たりましては，関係者のプライバシーの尊重に十分配慮

し，知り得た情報を通報の対応以外に使用することはいたしません。

※ 最高裁判所や高等裁判所に通報された場合には，対象となる職員が所属する裁判所が

担当させていただく場合がありますので，御了承ください。

【通報の対象】

他の者を不快にさせる職場における性的な言動

なお，「職場」とは，「職務に従事する場所」であり，裁判所職員が通常勤務している

庁舎に限られるものではありません。

例えば，出張先，庁舎外での取材対応，職務上使用する車中や実質上職務の延長と考え

られる酒席・宴会なども職場に含まれます。

【通報の方法】

次頁に掲載の通報窓口で，郵便（宛先は「●●●●裁判所事務局総務課通報窓口」と記

載してください。）又はメールにて受け付けております。



【通報窓口一覧】

１　全国の裁判所に勤務する職員及び最高裁判所に勤務する職員に関する通報窓口

最高裁判所事務総局人事局能率課 〒102-8651

sc.jinji.harassment●wm.courts.jp

※送信の際は，「●」記号を「＠」記号（半角）に置き換えてください。（以下同じ）

２　各地の裁判所に勤務する職員に関する通報窓口

※　メールで通報される場合は，職員が所属する裁判所を管轄する高等裁判所のメールアドレスに送信してください。

札幌高等裁判所事務局総務課 〒060-0042

hc.sap.harassment●wm.courts.jp

札幌地方裁判所事務局総務課 〒060-0042

札幌家庭裁判所事務局総務課 〒060-0042

函館地方裁判所事務局総務課 〒040-8601

函館家庭裁判所事務局総務課 〒040-8602

旭川地方裁判所事務局総務課 〒070-8640

旭川家庭裁判所事務局総務課 〒070-8641

釧路地方裁判所事務局総務課 〒085-0824

釧路家庭裁判所事務局総務課 〒085-0824

仙台高等裁判所事務局総務課 〒980-8638

hc.sen.harassment●wm.courts.jp

仙台地方裁判所事務局総務課 〒980-8639

仙台家庭裁判所事務局総務課 〒980-8637

福島地方裁判所事務局総務課 〒960-8512

福島家庭裁判所事務局総務課 〒960-8112

山形地方裁判所事務局総務課 〒990-8531

山形家庭裁判所事務局総務課 〒990-8531

盛岡地方裁判所事務局総務課 〒020-8520

盛岡家庭裁判所事務局総務課 〒020-8520

秋田地方裁判所事務局総務課 〒010-8504

秋田家庭裁判所事務局総務課 〒010-8504

青森地方裁判所事務局総務課 〒030-8523

青森家庭裁判所事務局総務課 〒030-8523

東京高等裁判所事務局総務課 〒100-8933

hc.tok.harassment●wm.courts.jp

青森市長島1-3-26

東京都千代田区霞が関1-1-4

山形市旅篭町2-4-22

盛岡市内丸9-1

盛岡市内丸9-1

秋田市山王7-1-1

秋田市山王7-1-1

青森市長島1-3-26

仙台市青葉区片平1-6-1

仙台市青葉区片平1-6-1

福島市花園町5-38

福島市花園町5-38

山形市旅篭町2-4-22

北海道函館市上新川町1-8

北海道旭川市花咲町4丁目

北海道旭川市花咲町4丁目

北海道釧路市柏木町4-7

北海道釧路市柏木町4-7

仙台市青葉区片平1-6-1

東京都千代田区隼町4-2

札幌市中央区大通西11丁目

札幌市中央区大通西11丁目

札幌市中央区大通西12丁目

北海道函館市上新川町1-8



東京地方裁判所事務局総務課 〒100-8920

東京家庭裁判所事務局総務課 〒100-8956

横浜地方裁判所事務局総務課 〒231-8502

横浜家庭裁判所事務局総務課 〒231-8585

さいたま地方裁判所事務局総務課 〒330-0063

さいたま家庭裁判所事務局総務課 〒330-0063

千葉地方裁判所事務局総務課 〒260-0013

千葉家庭裁判所事務局総務課 〒260-0013

水戸地方裁判所事務局総務課 〒310-0062

水戸家庭裁判所事務局総務課 〒310-0062

宇都宮地方裁判所事務局総務課 〒320-8505

宇都宮家庭裁判所事務局総務課 〒320-8505

前橋地方裁判所事務局総務課 〒371-8531

前橋家庭裁判所事務局総務課 〒371-8531

静岡地方裁判所事務局総務課 〒420-8633

静岡家庭裁判所事務局総務課 〒420-8604

甲府地方裁判所事務局総務課 〒400-0032

甲府家庭裁判所事務局総務課 〒400-0032

長野地方裁判所事務局総務課 〒380-0846

長野家庭裁判所事務局総務課 〒380-0846

新潟地方裁判所事務局総務課 〒951-8511

新潟家庭裁判所事務局総務課 〒951-8513

名古屋高等裁判所事務局総務課 〒460-8503

hc.ngy.harassment●wm.courts.jp

名古屋地方裁判所事務局総務課 〒460-8504

名古屋家庭裁判所事務局総務課 〒460-0001

津地方裁判所事務局総務課 〒514-8526

津家庭裁判所事務局総務課 〒514-8526

岐阜地方裁判所事務局総務課 〒500-8710

岐阜家庭裁判所事務局総務課 〒500-8710

福井地方裁判所事務局総務課 〒910-8524

福井家庭裁判所事務局総務課 〒910-8524

金沢地方裁判所事務局総務課 〒920-8655

金沢家庭裁判所事務局総務課 〒920-8655 金沢市丸の内7-1

津市中央3-1

岐阜市美江寺町2-4-1

岐阜市美江寺町2-4-1

福井市春山1-1-1

福井市春山1-1-1

金沢市丸の内7-1

新潟市中央区川岸町1-54-1

名古屋市中区三の丸1-4-1

名古屋市中区三の丸1-4-1

名古屋市中区三の丸1-7-1

津市中央3-1

静岡市葵区城内町1-20

甲府市中央1-10-7

甲府市中央1-10-7

長野市旭町1108

長野市旭町1108

新潟市中央区学校町通1-1

水戸市大町1-1-38

宇都宮市小幡1-1-38

宇都宮市小幡1-1-38

前橋市大手町3-1-34

前橋市大手町3-1-34

静岡市葵区追手町10-80

横浜市中区寿町1-2

さいたま市浦和区高砂3-16-45

さいたま市浦和区高砂3-16-45

千葉市中央区中央4-11-27

千葉市中央区中央4-11-27

水戸市大町1-1-38

東京都千代田区霞が関1-1-4

東京都千代田区霞が関1-1-2

横浜市中区日本大通9



富山地方裁判所事務局総務課 〒939-8502

富山家庭裁判所事務局総務課 〒939-8502

大阪高等裁判所事務局総務課 〒530-8521

hc.oos.harassment●wm.courts.jp

大阪地方裁判所事務局総務課 〒530-8522

大阪家庭裁判所事務局総務課 〒540-0008

京都地方裁判所事務局総務課 〒604-8550

京都家庭裁判所事務局総務課 〒606-0801

神戸地方裁判所事務局総務課 〒650-8575

神戸家庭裁判所事務局総務課 〒652-0032

奈良地方裁判所事務局総務課 〒630-8213

奈良家庭裁判所事務局総務課 〒630-8213

大津地方裁判所事務局総務課 〒520-0044

大津家庭裁判所事務局総務課 〒520-0044

和歌山地方裁判所事務局総務課 〒640-8143

和歌山家庭裁判所事務局総務課 〒640-8143

広島高等裁判所事務局総務課 〒730-0012

hc.hir.harassment●wm.courts.jp

広島地方裁判所事務局総務課 〒730-0012

広島家庭裁判所事務局総務課 〒730-0012

山口地方裁判所事務局総務課 〒753-0048

山口家庭裁判所事務局総務課 〒753-0048

岡山地方裁判所事務局総務課 〒700-0807

岡山家庭裁判所事務局総務課 〒700-0807

鳥取地方裁判所事務局総務課 〒680-0011

鳥取家庭裁判所事務局総務課 〒680-0011

松江地方裁判所事務局総務課 〒690-8523

松江家庭裁判所事務局総務課 〒690-8523

高松高等裁判所事務局総務課 〒760-8586

hc.tak.harassment●wm.courts.jp

高松地方裁判所事務局総務課 〒760-8586

高松家庭裁判所事務局総務課 〒760-8585

徳島地方裁判所事務局総務課 〒770-8528

高松市丸の内1-36

高松市丸の内2-27

徳島市徳島町1-5-1

岡山市北区南方1-8-42

鳥取市東町2-223

鳥取市東町2-223

松江市母衣町68番地

松江市母衣町68番地

高松市丸の内1-36

広島市中区上八丁堀2-43

広島市中区上八丁堀1-6

山口市駅通り1-6-1

山口市駅通り1-6-1

岡山市北区南方1-8-42

奈良市登大路町35

大津市京町3-1-2

大津市京町3-1-2

和歌山市二番丁1番地

和歌山市二番丁1番地

広島市中区上八丁堀2-43

大阪市中央区大手前4-1-13

京都市中京区菊屋町

京都市左京区下鴨宮河町1

神戸市中央区橘通2-2-1

神戸市兵庫区荒田町3-46-1

奈良市登大路町35

富山市西田地方町2-9-1

富山市西田地方町2-9-1

大阪市北区西天満2-1-10

大阪市北区西天満2-1-10



徳島家庭裁判所事務局総務課 〒770-8528

高知地方裁判所事務局総務課 〒780-8558

高知家庭裁判所事務局総務課 〒780-8558

松山地方裁判所事務局総務課 〒790-8539

松山家庭裁判所事務局総務課 〒790-0006

福岡高等裁判所事務局総務課 〒810-8608

hc.hko.harassment●wm.courts.jp

福岡地方裁判所事務局総務課 〒810-8653

福岡家庭裁判所事務局総務課 〒810-8652

佐賀地方裁判所事務局総務課 〒840-0833

佐賀家庭裁判所事務局総務課 〒840-0833

長崎地方裁判所事務局総務課 〒850-8503

長崎家庭裁判所事務局総務課 〒850-0033

大分地方裁判所事務局総務課 〒870-8564

大分家庭裁判所事務局総務課 〒870-8564

熊本地方裁判所事務局総務課 〒860-8513

熊本家庭裁判所事務局総務課 〒860-0001

鹿児島地方裁判所事務局総務課 〒892-8501

鹿児島家庭裁判所事務局総務課 〒892-8501

宮崎地方裁判所事務局総務課 〒880-8543

宮崎家庭裁判所事務局総務課 〒880-8543

那覇地方裁判所事務局総務課 〒900-8567

那覇家庭裁判所事務局総務課 〒900-8603

【苦情相談窓口】

上記の通報窓口が適切に対応しなかった場合の苦情相談窓口

最高裁判所事務総局人事局公平課 〒102-8651

sc.jinji.harassment-kj●wm.courts.jp

宮崎市旭2-3-13

那覇市樋川1-14-1

那覇市樋川1-14-10

東京都千代田区隼町4-2

大分市荷揚町7-15

熊本市中央区京町1-13-11

熊本市中央区千葉城町3-31

鹿児島市山下町13-47

鹿児島市山下町13-47

宮崎市旭2-3-13

福岡市中央区六本松4-2-4

佐賀市中の小路3-22

佐賀市中の小路3-22

長崎市万才町9-26

長崎市万才町6-25

大分市荷揚町7-15

高知市丸ﾉ内1-3-5

松山市一番町3-3-8

松山市南堀端町2-1

福岡市中央区六本松4-2-4

福岡市中央区六本松4-2-4

徳島市徳島町1-5-1

高知市丸ﾉ内1-3-5


