
　日本の司法予算（裁判所関連予算）は、長年にわたって国の一般会計予算比でわずか

0.4％程度と非常に少ない状態が続いてきました。それどころか年々予算の割合は少なく

なり、国家予算（一般会計歳出当初予算）比は 0.3％近くにまで落ち込んでしまっています。

　裁判所は国の三権の一翼を担い、様々な紛争を公正かつ適正に解決する機能とともに、

正義を実現し、少数者・弱者の権利擁護の最後のとりでとしての役割を果たす大切な組織

です。そのような裁判所の予算が非常に少ないことによって様々な問題も起きています。

　いまこそ裁判所予算の大幅な拡大が求められています

　近年の司法予算を裁判の分野別に見ると、家事事件関連の予算は増える傾向にあるものの、民事
事件・刑事事件関連の予算は大きく減っています。しかし、審理の充実のためには民事事件・刑事
事件もまだまだ予算が足りていません。
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　上のグラフでも明らかなように、国家予算に占める司法予算の割合は、戦後一貫して減少の一途をたどっ

ています。ちなみに、２０１４年度の司法予算額は約３１１０億円です。

　紛争を解決する、権利の侵害から救済する、違法な行為から身体や財産を守るのが司法の役割です。法に

よる支配を全国にあまねく浸透させることは、十分な司法予算なくしては実現できません。司法が求められ

る役割を十分に果たすため、司法予算の大幅な拡大が必要です。

　平成１５年に成立した裁判の迅速化に関する法律では、裁判を適正・迅速に行い、司法を通じて権利利益

が実現できるよう、政府に財政面も含めた措置を講じる責務を課しています。そして、最高裁判所による裁

判の迅速化に係る検証では、人的物的施設の拡充が必要とされています。

　日弁連では、国民が安心して生活ができ、そして争いが生じたときは気軽に司法を利用できる社会を目指

して、司法予算の拡大に向けた運動をしています。

　是非、司法の重要性を御理解いただき、ともに司法予算の拡大の声を上げましょう。

司法予算の国家予算に占める割合の推移
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司法予算の拡大を！
－市民に身近な司法の実現をめざして－
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A
　充実した司法の実現、適正・迅速な裁判の実現のためには、裁判官や裁判所書記官をはじめとする裁判所
職員の大幅増員が必要です。また、月のうち数日しか裁判官が来ない裁判所支部が各地にはたくさんあります。
全ての裁判所支部に裁判官が常にいるようにさせること（裁判官の常駐化）は喫緊の課題です。

・ 支部に裁判官が常駐し ていないため、 破産申立てから手続開始の決定

まで 2か月近く かかった。

・ 特に家裁で裁判官、 調査官、 書記官が多忙と なっており 、 手続に影響

が出ている（ 例えば、 調査官立会のための期日の遅れなど。）。

利用者の声

C
　現在、全国５０か所の地方・家庭裁判所本庁のほかに、裁判所支部が
２０３か所ありますが、まだまだ津々浦々の住民が気軽に利用出来る状
況ではありません。裁判所は重要な地域インフラであり、日弁連は、裁
判所支部の新設・復活を求めています。そのためには裏付けとなる司法
予算の拡大が必要です。

・ 千葉県の京葉地区（ 船橋市、 市川市、 浦安市） の人口は１ ２ ０ 万人以上なのに、 裁判所支部がない。 千葉市に

ある本庁まで出かけなければならない。

・ 和歌山県は県北東部に裁判所支部が設置されていない。 橋本市やその周辺の住民は、 裁判をするために往復３

時間かけて和歌山市の本庁まで行かなければならない。

・ 新潟県では、 かつて存在していた裁判所支部が４ つも廃止され、 近隣住民は不便を被っている。 廃止された村

上支部、 柏崎支部、 六日町支部、 糸魚川支部を復活させ、 住民の利便に応えるべきだ。

・ 京都府では、 南部地域に裁判所支部がない。 近年発展した地域であり 、 管轄人口の急激な増加を考えても、 こ

の地域に裁判所支部を設置すべきだ。

利用者の声

B
　各地の裁判所では、法廷や調停室など、各種手続に必要な部屋の数が足りていないところがたくさんあり
ます。庁舎内のエレベーターや多目的トイレがない庁舎があるなど、バリアフリー化やＩＴ化もまだまだ進
んでおらず、早急な改善が必要です。

D
　離婚や相続といった家事事件は年々事件数が増加の一途。解
雇や賃金未払いといった労働紛争も増えています。
　これら需要が高まる紛争分野での円滑な事件の解決のために
も、司法予算を拡大させ、時代に合った充実した司法の提供を
実現させることが必要です。

　離婚や相続といった家事事件は年々事件数が増加の一途。解

　これら需要が高まる紛争分野での円滑な事件の解決のために
も、司法予算を拡大させ、時代に合った充実した司法の提供を

・ 調停室が足り なく て次の期日が相当先になってしまった。

・ 法廷が３ 階にあり 、 エレベーターがないので車いすでたどり つく のが大

変だった。

・ テレビ会議の制度ができたと聞いたが、 最寄り の裁判所にその設備がな

いので、 遠隔地の遺産分割調停に利用できないと言われた。

利用者の声

裁判官・ 裁判所職員の増員を 裁判所の施設の充実のために

裁判所支部の新設・ 復活を 時代に合っ た司法の提供を

・ 調停室が足り なく て次の期日が相当先になってしまった。

・ 法廷が３ 階にあり 、 エレベーターがないので車いすでたどり つく のが大

・ テレビ会議の制度ができたと聞いたが、 最寄り の裁判所にその設備がな

利用者の声

Ｑ：日本はこれから人口が減っていくのに、裁判官を増やさなければならないの？
Ａ：もともと、日本の裁判官は諸外国に比べても少なすぎます。各国の裁判官数を人口比で見た場

合、欧米諸国は軒並み日本の３～４倍、ドイツに至っては10倍以上もいるのです。もともと日
本の裁判官が少なすぎるのです。

Column

　全国各地で労働紛争がありますが、地方裁判所支部で労働審判事件を取り扱っているのは、東京
地方裁判所立川支部と福岡地方裁判所小倉支部だけです。
　仙台、新潟県、京都、長野県、兵庫県、釧路の各弁護士会では、労働審判を裁判所支部で行うよ
う会長声明や決議が出されています。また、東北、関東、中国、九州の各弁護士会連合会でも同旨
の決議等があります。

Column

0.7610.761

0.6150.615
0.5810.581

0.4230.423

0.4160.416
0.3890.389

0.4160.416
0.3750.375 0.3970.397

0.3500.350 0.3460.346 0.3480.348 0.3230.323 0.3240.324



A
　充実した司法の実現、適正・迅速な裁判の実現のためには、裁判官や裁判所書記官をはじめとする裁判所
職員の大幅増員が必要です。また、月のうち数日しか裁判官が来ない裁判所支部が各地にはたくさんあります。
全ての裁判所支部に裁判官が常にいるようにさせること（裁判官の常駐化）は喫緊の課題です。

・ 支部に裁判官が常駐し ていないため、 破産申立てから手続開始の決定

まで 2か月近く かかった。

・ 特に家裁で裁判官、 調査官、 書記官が多忙と なっており 、 手続に影響

が出ている（ 例えば、 調査官立会のための期日の遅れなど。）。

利用者の声

C
　現在、全国５０か所の地方・家庭裁判所本庁のほかに、裁判所支部が
２０３か所ありますが、まだまだ津々浦々の住民が気軽に利用出来る状
況ではありません。裁判所は重要な地域インフラであり、日弁連は、裁
判所支部の新設・復活を求めています。そのためには裏付けとなる司法
予算の拡大が必要です。

・ 千葉県の京葉地区（ 船橋市、 市川市、 浦安市） の人口は１ ２ ０ 万人以上なのに、 裁判所支部がない。 千葉市に

ある本庁まで出かけなければならない。

・ 和歌山県は県北東部に裁判所支部が設置されていない。 橋本市やその周辺の住民は、 裁判をするために往復３

時間かけて和歌山市の本庁まで行かなければならない。

・ 新潟県では、 かつて存在していた裁判所支部が４ つも廃止され、 近隣住民は不便を被っている。 廃止された村

上支部、 柏崎支部、 六日町支部、 糸魚川支部を復活させ、 住民の利便に応えるべきだ。

・ 京都府では、 南部地域に裁判所支部がない。 近年発展した地域であり 、 管轄人口の急激な増加を考えても、 こ

の地域に裁判所支部を設置すべきだ。

利用者の声

B
　各地の裁判所では、法廷や調停室など、各種手続に必要な部屋の数が足りていないところがたくさんあり
ます。庁舎内のエレベーターや多目的トイレがない庁舎があるなど、バリアフリー化やＩＴ化もまだまだ進
んでおらず、早急な改善が必要です。

D
　離婚や相続といった家事事件は年々事件数が増加の一途。解
雇や賃金未払いといった労働紛争も増えています。
　これら需要が高まる紛争分野での円滑な事件の解決のために
も、司法予算を拡大させ、時代に合った充実した司法の提供を
実現させることが必要です。

　離婚や相続といった家事事件は年々事件数が増加の一途。解

　これら需要が高まる紛争分野での円滑な事件の解決のために
も、司法予算を拡大させ、時代に合った充実した司法の提供を

・ 調停室が足り なく て次の期日が相当先になってしまった。

・ 法廷が３ 階にあり 、 エレベーターがないので車いすでたどり つく のが大

変だった。

・ テレビ会議の制度ができたと聞いたが、 最寄り の裁判所にその設備がな

いので、 遠隔地の遺産分割調停に利用できないと言われた。

利用者の声

裁判官・ 裁判所職員の増員を 裁判所の施設の充実のために

裁判所支部の新設・ 復活を 時代に合っ た司法の提供を

・ 調停室が足り なく て次の期日が相当先になってしまった。

・ 法廷が３ 階にあり 、 エレベーターがないので車いすでたどり つく のが大

・ テレビ会議の制度ができたと聞いたが、 最寄り の裁判所にその設備がな

利用者の声

Ｑ：日本はこれから人口が減っていくのに、裁判官を増やさなければならないの？
Ａ：もともと、日本の裁判官は諸外国に比べても少なすぎます。各国の裁判官数を人口比で見た場

合、欧米諸国は軒並み日本の３～４倍、ドイツに至っては10倍以上もいるのです。もともと日
本の裁判官が少なすぎるのです。

Column

　全国各地で労働紛争がありますが、地方裁判所支部で労働審判事件を取り扱っているのは、東京
地方裁判所立川支部と福岡地方裁判所小倉支部だけです。
　仙台、新潟県、京都、長野県、兵庫県、釧路の各弁護士会では、労働審判を裁判所支部で行うよ
う会長声明や決議が出されています。また、東北、関東、中国、九州の各弁護士会連合会でも同旨
の決議等があります。

Column

0.7610.761

0.6150.615
0.5810.581

0.4230.423

0.4160.416
0.3890.389

0.4160.416
0.3750.375 0.3970.397

0.3500.350 0.3460.346 0.3480.348 0.3230.323 0.3240.324



　日本の司法予算（裁判所関連予算）は、長年にわたって国の一般会計予算比でわずか

0.4％程度と非常に少ない状態が続いてきました。それどころか年々予算の割合は少なく

なり、国家予算（一般会計歳出当初予算）比は 0.3％近くにまで落ち込んでしまっています。

　裁判所は国の三権の一翼を担い、様々な紛争を公正かつ適正に解決する機能とともに、

正義を実現し、少数者・弱者の権利擁護の最後のとりでとしての役割を果たす大切な組織

です。そのような裁判所の予算が非常に少ないことによって様々な問題も起きています。

　いまこそ裁判所予算の大幅な拡大が求められています

　近年の司法予算を裁判の分野別に見ると、家事事件関連の予算は増える傾向にあるものの、民事
事件・刑事事件関連の予算は大きく減っています。しかし、審理の充実のためには民事事件・刑事
事件もまだまだ予算が足りていません。

Column

日 本 弁 護 士 連 合 会
２０１５年３月作成

担当部署　法制部法制第一課
電話　０３（３５８０）９９２２

ホームページ　http://www.nichibenren.or.jp

　上のグラフでも明らかなように、国家予算に占める司法予算の割合は、戦後一貫して減少の一途をたどっ

ています。ちなみに、２０１４年度の司法予算額は約３１１０億円です。

　紛争を解決する、権利の侵害から救済する、違法な行為から身体や財産を守るのが司法の役割です。法に

よる支配を全国にあまねく浸透させることは、十分な司法予算なくしては実現できません。司法が求められ

る役割を十分に果たすため、司法予算の大幅な拡大が必要です。

　平成１５年に成立した裁判の迅速化に関する法律では、裁判を適正・迅速に行い、司法を通じて権利利益

が実現できるよう、政府に財政面も含めた措置を講じる責務を課しています。そして、最高裁判所による裁

判の迅速化に係る検証では、人的物的施設の拡充が必要とされています。

　日弁連では、国民が安心して生活ができ、そして争いが生じたときは気軽に司法を利用できる社会を目指

して、司法予算の拡大に向けた運動をしています。

　是非、司法の重要性を御理解いただき、ともに司法予算の拡大の声を上げましょう。

司法予算の国家予算に占める割合の推移

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

（％）

（年）

司法予算の拡大を！
－市民に身近な司法の実現をめざして－

0.7610.761

0.6150.615
0.5810.581

0.4230.423

0.4160.416
0.3890.389

0.4160.416
0.3750.375 0.3970.397

0.3500.350 0.3460.346 0.3480.348 0.3230.323 0.3240.324


