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人物紹介

家裁裁判官

裁判官の右田晃一です。同じく裁判官の
武智舞子です。私たちは，地方裁判所の民
事・刑事事件のほかに，家庭裁判所の事件
も担当しています。

家庭裁判所って，
どんなとこ？
離婚や相続などに関する家庭内
の紛争，非行を犯した少年の事
件を扱っています。その中で，紛
争や非行の背後にある原因を探
り，家庭内の問題の円満解決，非
行少年の更生といった将来を展
望した解決を図ることが私たち
を含めた家庭裁判所の職員の仕
事です。

裁判官の野中百合子です。
本年４月に山口家裁に転勤して参りました。
家事事件と少年事件を担当しております。
大学時代，調停制度に関心を持ったのが，裁判
官になった動機の一つです。実際に家事調停事
件に携わり，調停制度の素晴らしさを実感して
おります。
家事調停での事件解決を大切にし，また，少年
の健全育成のため，日々精進したいと思ってお
ります。

山口家裁所長の山本武久です。
所長としての仕事(司法行政
と言います）及び，裁判官とし
て家事事件と少年事件を担当
しています。
司法制度改革の進む中，国民
の皆様のニーズに応えられる
よう努力しております。

（写真左より右田晃一裁判官，野中百合子裁判官，山本武久所長，武智舞子裁判官）

下関は山口県の西端に位置し，古くから本州と九州を
結ぶ交通の要衝として栄え，歴史上何度も脚光を浴びた
地で，多くの史跡が残っています。また，朝鮮半島との
繋がりも深く，釜山との航路等を通じて人や物の行き来
が活発です。特産品として有名なのは「ふぐ」で，味覚
はもちろんのこと，南風泊（はえどまり）漁港での競り
風景は風物詩となっています。
下関の裁判所はＪＲ下関駅からバスで１５分ほどの下
関市上田中町に所在し，周辺には各種の学校施設や，競
技場，体育館，図書館など文教施設が点在しています。小高い丘の中腹に位置し，南方に開
けているため，関門海峡を通過する船の汽笛が聞こえ，関門橋や門司の街並みを望むことも
できます。春には敷地内の桜が見事に咲き誇り，正門付近を行き交う人々の目を楽しませて
います。
庁舎は大きく地裁棟と家裁棟に分かれ，山口地方・家庭裁判所下関支部，下関簡易裁判所，下関検察審査会
が設置されています。管轄区域はいわゆる「大下関市」であり，旧下関市と平成１７年２月に合併した旧豊浦
郡４町（豊浦町，菊川町，豊田町，豊北町）を併せた地域です。人口にして約３０万，造船を始め高度経済成
長期を支えた重厚長大産業が盛んだった期間も永く，県内の経済活動の拠点であることから，係属する事件も
多種多様です。
６人の裁判官を始め６０名余の職員が適正で迅速な裁判を目指して努
力を続けています。広報の面では１年を通して裁判所見学の申し込みも
多く，中学，高校，大学，社会人と団体の要望に合わせて説明内容を工
夫しています。中でも，実際の法廷を使っての模擬裁判や裁判官からの
講話は好評です。これからも市民の皆様にとって利用しやすく，頼りに
なる裁判所を目指します。裁判所見学の申込みは，下関支部庶務課庶務
係までお問い合わせください。
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第１章

Ｋ様
○月○日に
Ｙ地方裁判所に
来てください。

Ｋ,裁判員に選ばれる

２００９年Ｘ月Ｘ日，裁判所から一通の封筒が届いた。封筒を
開けるとその中には「呼出状」が・・・。そこには、
「あなたは，この度，裁判員候補者に選ばれました。○月○日○
時にＹ地方裁判所に来てください。」（＊１）と書かれていた。
そういえば昨年末，裁判員候補者名簿に載ったという通知が
来ていたが，まさか実際に裁判所に呼び出されるとは思っても
みなかった。

＊１
裁判所から，突然，
「あなたは裁判員に選
任されました。」という通知が来るわけで
はありません。まず選挙権がある人の中
からくじで裁判員候補者名簿を作り（名
簿に載った人には通知があります。），次
に具体的な事件ごとくじで候補者を選
び，さらにそれらの人に裁判所に来ても
らって選任手続を行います。

「裁判員か・・・しかし，何で私なんだ・・・」
Ｋは，仕事も忙しいし，そもそも人を裁く自信もない。裁判所
に出て行くのはあまり乗り気ではなかった。
しかし，まだ裁判員と決まったわけではない。まず，選任手続
があるようだ。国民の義務というのを聞いたことがあるし，取り
敢えず裁判所に出て行くことにした。（＊２）

＊２
正当な理由がないのに出頭しないと過料
という制裁を受ける場合があります。

＊３
○月○日，裁判所に出て行くと，裁判員は原則６人でいいはず
だが，どう見ても５０人は集まっていた。さすがにくじで選ばれ
たというだけあって年齢も職業もばらばらのようだ。（＊３）
最初に，候補者全員に対して裁判員制度の説明等があり，その
後，個別に選任手続が始まった。一人ずつ呼ばれて裁判長から質
問を受けることになった。（＊４）

仮に，山口地裁における裁判員制度対象
事件が年間３０件（平成１５年は３８件，
平成１６年度は２３件ありました。）とす
ると，１事件につき５０～１００人の候
補者を呼び出すと仮定すれば，年間１５
００～３０００人の候補者に裁判所に来
ていただくことになります。

「どうしても裁判員になれない特別の事情がありますか。」
「仕事が忙しいので裁判員は無理です。それに私は法律など全
然知りませんし，人を裁くのは荷が重すぎます。」
「仕事が忙しいというだけでは辞退事由にはなりません。また，
そもそも裁判員制度は，Ｋさんのような普通の国民の意識を裁
判に反映させるための制度なのです。裁判をもっと国民に身近
でわかりやすいものにし，より信頼してもらえるものになるよ
うにＫさんにも是非参加してもらいたいのですが・・・。」（＊
５）
Ｋは，裁判長の話を聞くうちに，せっかくだし裁判員をやって
もいいと思い始めていた。全ての候補者に対する質問が終了し
た。しばらくして，選任決定があった。
「〇〇番・・・」Ｋの番号が呼び上げられた。Ｋは最終の６人に
残った。
その後，裁判長から，裁判員の権限及び義務のほか刑事裁判の
一般的な流れなどの説明があり、最後に、法令に従って公平誠実
にその職務を行うことを宣誓した。この日，Ｋは裁判員となった。
（つづく）
－２－

＊４
裁判員になれない理由がないかどうか，
辞退希望がある場合はその理由などにつ
いて質問されます。その結果，候補者から
除外される場合もあります。質問票によ
る回答を求められることもあります。

＊５

あなた一人で裁くのではあ
りません。裁判官と裁判員が
チームで議論し，結論を出せ
ばいいのです。また，必要な
法律知識等は裁判官が丁寧
に説明します。
裁判は数日で終わります。

裁判所では，金融機関等からの申立てによって，不動産の売却（不動産競売手続）も行っています。
ここでは，競売物件（競売手続の対象となる不動産）の買受方法を紹介します。
Ｑ 競売物件の情報は，どのように調べたらよいのですか？
Ａ 山口地方裁判所では，売却実施を予定している競売物件の概略を，インターネットで公開してい
るほか（http://sun.ycbi.ne.jp/yamaguchi‑chisai），売却実施をする前には，日刊の新聞紙と一
緒に配達される情報誌にも掲載します。ただし，これらの情報だけでは不十分です。更に詳しい情
報については，売却を実施している裁判所に，次の書類が１セットで備え置かれていますので，こ
れによって情報を収集してみましょう。
現況調査
報告書

主に，物件の占有状況（だれが住んでいるの
かなど）を調査した報告書です。

評価書

主に，不動産の鑑定価格や公法上（建築基準
法など）の制限が記載されている書類です。

公告書

①売却基準価額，②買受可能価額，③保証金
の額，入札期間などが記載されている書類で
す。

物件明細書

主に，買受人（落札者）が引き受けなければ
ならない義務（例えば，マンションの場合は
滞納管理費など）が記載された書類です。

その他

現況調査報告書と評価書には，
物件の写真や，土地の形状，
建物の間取図なども添付され
ています。
①売却基準価額，②買受可
能価額，③保証金の額は，
どのように違うのかな？

不動産登記事項証明書などです。

はい。お答えします。
①売却基準価額は，現況調査報告書，評価書，物件明細書を総合判断して，
裁判所が競売物件として売却するのに相当と定めた額です。
②買受可能価額は，①の価額よりも２割安い額ですが，入札しようと考える
方は，この額以上で入札することができます。オークションに例えると，最
低落札価格に当たるものです。
③保証金の額は，入札するときに必要な額で，①の価額の２割以上の金額が
定められています。この金額は，落札したときは，落札価額の一部に充当さ
れますし，落札できなかったときは，すぐに返還されることになっています。
例えば，裁判所が売却基準価額を１０００万円と決めた場合，買受可能価額
は８００万円，保証金の額は２００万円になります。
Ｑ 裁判所の備え置き資料を見たあとはどのようにしたらよいのですか？
Ａ 実際に，現地に行って自分の目でも確認することが大切です。ただし，基本的に敷地や建物
の中には入れませんので御注意ください。
Ｑ 一つの物件に対して，どのくらいの入札がされるのですか？
Ａ 何十件という入札がされる物件もあれば，まったく入札がされない物件もあります。なお，
まったく入札がされなかった物件は，一定期間，買受可能価額以上の金額で，早く買受申出を
した人に売却する手続（特別売却といいます。）が行われることがほとんどですので，こちら
の手続で購入するのも一つの手段です。
詳しい手続は，各裁判所の不動産執行係でお尋ねください。
−３−

裁判所手続案内

（家庭裁判所編ｖｏｌ．４）

少年審判手続の流れ
非行（違法行為）
捜査：被疑者を発見し，
証拠を集める。

警

察

少年審判手続：
① 非行事実が間違いないか
どうかの認定
② 少年の健全育成のための
処分の決定

検察庁

家庭裁判所

調

査

事件のこと，少年の性格・生活
状況・環境などの調査

少年鑑別所
最長８週間の身柄拘束
心身の鑑別

審判不開始
審

判

試験観察

裁判官が少年の処分を決める手続
(弁護士・検察官が立ち会うこともある。）

審判を開くまでもない場合
（処分もなされない。）

一定期間の観察の後に
処分を決める。

不 処 分

保護処分

検察官送致

保護処分にするまでもない場合
（審判後は，少年の自覚や
保護者の監督に任される。）

成人と同じ取扱い
（罰金・懲役など）

保護観察決定

少年院送致決定

保護観察所

少年院

その他
児童自立支援
施設など

施設内で教育や
訓練を受ける。

社会内で保護観察官・
保護司の指導を受ける。

少年係担当者の仕事の紹介
裁

判

官

家庭裁判所調査官

少年や保護者の他，付添人，家庭裁判所調査官，
保護観察官など，いずれも少年を保護・教育し，更生
させる目的に協力する立場に立つ関係者の意見を聞
いた上で，少年の将来を考えて処分を決めます。

裁判所書記官

少年・保護者との面接のほか，学校，児童相談所，
少年鑑別所などとの連携を通じて，非行の原因や少
年の性格，生育歴，環境，再非行の可能性などを調
査し，少年の処遇について裁判官に意見を述べます。

裁判所事務官

審判への立ち会い，調書の作成や当事者の呼出し
など，審判の進行に応じた事務処理のほか，送致さ
れた事件の法律的な点検を行う等，事件の進行管理
や裁判官の判断を補助する役割を担っています。

−４−

裁判所書記官や家庭裁判所調査官が行う事務の
一部を補助したり，審判をスムーズに行うため，裁判
所に出た少年・保護者，証人等の確認をしたり，必要
な書類の準備や受渡しを行ったりします。

１０月１日から７日までは法の日週間です。
法の日週間行事の一環として様々な行事を行いました。

１０/３：山口地方・家庭裁判所
裁判所・検察庁・弁護士会の共催により，殺人事件をもとに
裁判員制度（平成２１年５月までに実施予定）を組み込んだ模
擬裁判を行いました。裁判官役３名のうち２名を現役の裁判官
（１名は司法修習生）が務め，検察官役１名，弁護人役１名に
ついても同様であったため，本物の裁判さながらの進行となり
ました。裁判員役６名については，一般公募等により集まって
いただいた方々です。

今回裁判員役の方々に
は，裁 判 官 役（中 央 3 名）
を 挟 み，両 側 に 3 名 ず つ
座っていただきました。

１０/７：山口情報芸術センター
１０/５：山口県弁護士会
裁判所・検察庁・弁護士会の共催に
より，無料法律相談が行われました。
受付は当日先着順で行われ，山口県弁
護士会の弁護士７名が個別に相談を受
け ま し た。４ ０ 名 募 集 し て い た と こ
ろ，最終的には４１名の相談者数とな
りました。同様に下関，岩国でも法の
日週間行事としての無料法律相談が行
われました。今後も，憲法週間（５月
１日から７日）と法の日週間に同行事
が行われる予定です。

ポイント解説

裁判官が裁判所外へ出張し講義を行う「出前講
義」。法の日週間行事の一環として，「～もしも
あなたが選ばれたなら～」という裁判員制度ビデ
オ（企画・製作法務省）の上映会，そして，上映
後には，山口地方裁判
所刑事部の武智裁判官
による裁判員制度講演
会を行いました。どち
らも３０人ほどの方々
に参加していただきま
した。
パワーポイントを使用
した説明会の様子

11月３日山口市熊野町のニューメディアプラザ山口で，裁判員制度
全国フォーラムin山口が開催され，約２３０人の方々に参加していた
だきました。この「裁判員制度全国フォーラム」は本年１０月から来
年１月までの間，全国各都道府県（各地裁本庁所在地）で開催するも
ので，国民の皆さんに裁判員制度への理解を深めてもらうことを目的
としています。

in山口と題した今回のフォーラムは，「刑事裁判についてのビ
デオ上映」，「裁判官による裁判員制度のポイント解説」，「有
識者等によるパネルディスカッション」という三部構成で行われ
ました。パネルディスカッション終了後には，いくつかの質問に
答える時間が設けられました。寄せられた質問の中には，制度の
内容についての質問の他，裁判員をすると報復される危険や数日
間仕事ができないなどの負担があるのでは？といった疑問，評議
の在り方についての積極的な意見など，様々なものがありまし
た。山口地方・家庭裁判所では，今後も広報誌「ＣＯＵＲＴやま
ぐち」などを通して，裁判員制度についての情報を発信していき
ます。

パネルディスカッション

新聞等で見かける「懲役」と「禁錮」という言葉の違いをご
存知ですか？
懲役と禁錮は，受刑者を刑務所に入れて自由を奪うことになる
点は共通していますが，懲役は服役中に義務的な刑務作業（洋
裁，木工等）をしなければならないのに対し，禁錮はそのような
作業を科せられない点で違いがあります。
ただし，禁錮に処せられた場合でも，受刑者の求めがあれば，
作業を行うことが許可されることが多いようです。

