
最高裁秘書第3917号

令和元年7月31日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸i

司法行政文書開示通知書

令和元年6月3日付け（同月5日受付，第014004号）で申出があり，同年

7月8日付け（同月10日受付，最高裁秘書第3719号）で苦情の申出がされた

司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知しま

す。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

国費負担等一覧表(H27. 1～H27. 12) (片面で15枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすると裁判所の情報セキュリティの確保に支障を及ぼすお

それがある情報が記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第5条第6

号に定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されている部分を開

示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）
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国費負担等一覧表(H271～H27.12)

泰案の擬要 側係戦国の過失 俄考金額瓶我の内容 碇目受付 庁ID

股鯛停孤件(A躯件)において股鯛停孤件(A躯件)において 相手方に対して相手方に対して 別率件(B事件)の鯛停条別率件(B事件)の鯛停条 関係職貝は.A日両事件の測停鯛審正本を同時に作成するに当たり,誤って,B"
件の醐停崇項を1部多く印刷し,A事件の澗停飼審に別紙として添付して正本を作
成し発送した。

民事一般鯛停躯件(A事件)において.相手方に対して.別事件(B事件)の剛停条

議鰐霧義雛灘繍繕蝋鱒総
便局から回収した。

民事一般鯛停躯件(A事件)において.相手方に対して.別事件(B事件)の剛停条

議鰐霧義雛灘繍繕蝋鱒総
便局から回収した。

郵便料前 洪薙 判決需 ￥3.294HZZ1､61

間係職員は.■ j
、

囚捌係
職員は,発送する際に,宛先と折状記賊の被告の住所の記戦が一致していないこと
を恋遇した。

通辮訴舩事件において,被告に宛てて訴状副禾辱舂送蓮ずる際に;被告の薩所が
｢●●区■4丁目Jであるにもかかわらず.I●●区■▲4丁目｣と記戦し,発送した1
結果.恥て所に聯ねあたりません｣との理由により不送遮となった｡送遮 脈状葬 郵便料地 難1.195H27.1.62

迩彌脈証零碩亘話ITで了猿告に宛てて口頭弁鰭期日呼出状等を送連する際に,被
告代表者氏名が『杉●陸｣であるにもかかわらず,｢杉●陵｣と記載し､発送した結
果,『受取拒絶』との理由により不送達となった。

闇 遥遥 脈叛等 郵便料 ￥1.130H271．63

娯って,記録を引き継いだ際に紀録に添付されていた誤った宛名用紙を使用し､発
送する際にも.硫認を麓った。

の寄面の提出を受けながら，
こも,当肢喪面があることを稲
との砿湧だけを行った｡

雨蘇w癖碑に語いて絃管に宛てて鯨状副本零を送達する際に'誤った宛名及｜ぴ被告代表瀞名を記載し‘発送した。
送進 脈状零 郵便料地 蔦1.1304 H27‘1.6

■■■■■■

公

蕊評露蘇畷霧麗繍獺葱鱸綱綴驍繍鞭
するもの)を送付した。

側係臓員は,第三憤務者に対して,申立便権者から提出された取下櫓副本を用い
て取下げを通知する際に,取下書正本が正しく作成されていたことから.取下懇副
本も正しい内容のものであると思い込み.十分に礎認することなく発送した。郵便覇通知 その他地 ￥82H27.1.65

〈送付された際に,鯛査嘱託時に回
こ‘同郵券を原告の予納郵券として

鮮紹は不明であるが.関係職員の郵券の管理が不十分であった。

答番送付用として添付した郵券が返送されたのに
受Iﾅ入れることを失念し・紛失した。郵便料寂 その他 その他 ￥5106 H27‘1.7

間係職員は,被告に対する付郵便送遮を民釿法107条1項1号により実施したので
あるからi本件送遮時には.まず’民脈法104条3項3号の場所へ特別送遮の方法
による送逗を鱗みた後でなければ付郵便送進ができないにもかかわらず,直ちに民
脈法107条1項3号により付郵便送進ができるものとの誤った理解に基づいて"付
郵便送達を実施した。

】噸挿 璽
卜

D－

D

通舗訴認乖孫において.被告に宛てて判決正本を送遮する際に,付郵便送違の要
件を満たしていないにもかかわらず｡付郵便送還を行った。

判決評 郵便料地 送逮 ￥6047 H27.1.8

同時にされた破産手続終結決定及び免責許可決定について破産事件において.同時にされた破産手続終結決定及び免責許可決定について，
通辮は同一の官報で公告を行うべきであるのにもかかわらず,免責貯可決定の公
告を失念し､破産手続終結決定のみ公告を行ったことから.後日.改めて免黄許可
決定の公告を行った。

公告 公告擬用公告地 ¥2.716H27つ1.158

脚内容の確麗をせず, 「免貢許可決
暑願関係職員は,入輔後l

定｣の記餓がないこと
間孫蕊頁ぽq 服密肥録を編査しな兼租手方に宛てて‘上告提起通知番

｜

’
かつたため固定効を生じている進搬先を覇過し.薙務所宛のものを作成した。等を送逓する際に,原審で送遮場所の固定化効が生じていたにもかかわらず‘上告

状兼上告受理申立誓肥戦の被上告人兼相手方の率務所に宛てて発送した結果，
『あて所たずねあたらず｣との理由により不送達となった｡

郵便劇商 蹉窪 脈状等 ￥1.082卜127.1.159

■

■

１

日

■
１
日

呼出状等を発送する隙に 職員はI

宛名に『U●株式会社●●管理部担当●●様｣と,送達報告香の受送違者棚に
｢●●株式会社代表者代表取締役▲▲｣とそれぞれ記戦して発送した結果.｢宛名と
送遼報告醤の受送進者氏名が異なる｣との理由により不送達となった。

その他 郵便料地 送運

■
￥1.082H27.1.1610

Iノ15ページ
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国費負担等一覧表(H27.1～H27.12)

備考関係職風の過失率案の振要砺務の内容 災目 金甑受付 庁ID

関係職員は｡被告に対する付郵便送窪民訴法107条1頃1号により実施したので
あるから.本件送遣時には.まず､民翫法104条3坂3号の場所へ特別送逮の方法
による送運を試みた後でなければ付郵便送達ができないにもかかわらず,直ちに民
脈法107条1項3号により付郵便送達ができるものとの誤った理解に基づいて‘付

爾蕃(少額訴舩判決)正本を
eかかわらず.亜ちに付郵便付郵便送逮の要件を満たしていないにもかかわらず送遮する隙に.{’

遙運を実施した。郵便料送退 判決等師 ¥60411 H27.1,16

郵便送達を実施した。

圃葆願頁厭F扉涙雨蔽而穣晉而睡所｢●●市▲▲2丁目11番員
2丁目11､Z量｣と訂正する脈状訂正申立書が提出された隙に‘

量jを1．●●市■■遥遮する際に‘被告の住所
ず‘「●●市▲▲2丁目11が｢●●市園鳳2丁目11番7号｣であるのにもかかわらず‘「●●市▲▲2丁目11

番7号｣と肥戯し‘発送した結果UTあて所に尋ねあたりません｣との理由により不送 こもかかわらず,鯛窪
刷せずに,訴状副本遮となった。判決等 郵便料間 鎚撞 ￥1.082H27‘ 1，2112

蓬蓮の際に予備として作成していた脈状肥戦の住所が記賊された宛名用紙を手省
きで訂正して利用しようとしたが,その訂正観臭った(住所の蕎地のみを変更し､町

鷹状:唾申立謡副本を送
にもかかわらず.「●●市■

~ '･町ジン万・ ．ーー,ロ被告の住所が『●●市■■山町｣であるのにもかかわらず‘pVJl＝”0“｡q＝-,6J｣■■|■畷竺望JJ延哩"qJvグロー轡”運する隙に,刊
■町｣と記城し
なった。

発送した結果.『あて所たずねあたらず』との理由により不送遮と郵便料翫状簿 ￥1△072地 咲抵13 H27.1,22

|醤ない"と思い込み宛名鬮紙の慰麗計分にしなかったため娯罷を藩過し

羊…かつだ"鵬職雰苑"識…鼻
M1係職員はi,1

にも．宛名用紙の住徹『と
廼壷牙罰"事評FE語原て､相手方Aに宛てて湖停期日通知櫓等を送付する際
に.住所として相手方Bの住所を記蛾して発送した。

郵便料通知醤等家 通知 ￥400H27.1‘2314

を送達する隙
年12月]_日

郵便料肺 送遇 判決等 ￥2．164 旦｣と記載した和解に代わる決定正本を作成して送遮した。15 H27.1.26

萎育喪砺求測停躯件において､期日通知癖を送付する際に" ｢OO様方｣を付記せ
ずに発送した結果.「あて所たずねあたらず』との理由により普通郵艇が返戻され
た。

通知書簿 郵便料通知家 ￥82H27.1.2716

これを知らなかったことからこれを

送準蝋をした郵便物を点検する際
誤記を零遇した。

脈状簿 郵便料簡 送還 ￥1.405H27.1.2717

決定正本を作成する際に．
~る際にも.確麗を十分にしな鰻って勝本認証用のゴム印を使用して作成し,発送する際にも，

かつたため.藤本となっていることに銃づかながったb郵便料避難 判決等 ¥7,216家18 H27.1.27

記当要求終期と交付要求書受付
交.付要求が配当要求終期に遮れてされたもので日の先後関係を十分に磁認せず

あることを霧過した。郵便料通知 その他地 ￥92H27.2‘219

I D

藤雷電蜜嘩澪騨鬮露蕊雲霞灘建醗＃
扉頁荷印を用いて測証日を
Fきで肥戦しようとしたが.露

－

旺日を誤記した。郵便料判決等地 送達 ￥1．110H27‘2.620

■

2/15ページ
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国費負担等一覧表(H27.1～H27.121

砺案の擬要金釦’ 備考関係職員の過失率務の内容 班目受付 庁ID

答弁答返送用として相手方に送付した郵便切手92円分が返戻され
,価切手笹理袋(以下｢郵袋』という｡)にその旨を肥戦せず.関係嘘員

予納者に宛てて予靹郵便切手の残額を返 関係職貝Aは,答弁答返送用として相手方に送付した郵似切手92円分が返戻され
た際に｡予納郵便切手管理袋(以下｢郵袋｣という｡)にその旨を肥戦せず‘関係職‘
Bは‘予納郵便切手を返還する際に,郵袋に郵券が残っていないことを十分に確認
しなかった。

"

蛎姻変用分担醐停申立事件において,予納者に宛てて予納郵0
週する際に.残郵券の一部(92円切手)を同封せずに発送したり

郵便料家 その他 その他 ¥82H27.2‘621

副本等の送逮が不奏功だった関係職員Aは.訴状記賊の被告の住所に宛てた訴状

－

直披告の件昆票
■■■I■■■■■■

■

上の前便所を記戦し,発送した結果.「あて所たずねあたらず』との理由により不送
■ ■ 戸

逵となった。郵便料送謹 脈状等地 ￥1013022 1.127,2.10
住民票を確認したにもかかわ

蝋繍熟灘蕊震副鐸恋送郵ぅ臆に
に対しては.通徽交付送遮を迩爾厨霞索秤に語面這被告に宛てて謂求減縮申立書副本を送達する際に,誤っ

て,原告ら代理人に宛てて送達した。 2月4日拠出の舗求減縮申立譜を同月10日の期日までに送
6《_■■代理人の来庁時が不明であったため.関係職員は．

している｡本件では,2月4日提出の謂求減緬申立譜を同月10日の期日までに送
達する必要湖あったが,■■代理人の来庁時が不明であったため,関係職員は.郵
便で送達することとした｡しかし.■■が被告の事件では,通幣.郵便送巡は原告に
対してだけするものであるから.本件も.郵便送逮の準備をした隙に,原告に対して

送運 脈状等 郵便料地 篭1.082卜i27‘21023

担保不動産醗売率件において‘所有権移転登記等の登記嘱託響を作成する際に．
抵当権に後れて登紀された共有者全員持分移転請求権仮登紀の抹消登紀舂嘱託
する旨妃戴すべきであったのに‘その旨記載しなかった結果.抹消登記がされな垂記 登記澱用 した。登臨 W,000地H27,2.1024

かつた。
－

24と同じ 24と同じ
(登記噸能書を作成する際に,十分確認しなかったか＃知雛不足で抹消しなくても良
いと思い込んでいたか,群細は不明であるが.関係職員は.抹消登紀の嘱託を失念
した｡）

■ ■ ■

胆保不動産鯉売瀬件において,所有権移転登記鐸の登記嘱託書を作成する際
に,抵当権に後れて登肥された共有者全員持分移転請求権仮登肥の抹消登記を
嘱託する旨記賊すべきであったのに,その旨記戯しなかった結果.抹消登記がされ

■

登記 登記 郵便料地 ￥1‘02425 H272.10

■

被告2名に重ねて脈状副本等が送巡された。
郵便料送達 脈状綜地 ￥2.164H27.2●1320

’

一b堅

さ垂

｢あて

所尋ねあたらず｣との理由により普通郵便が返戻された。
通知答諦 郵便料通知 ￥92地2フ H27‘Z,鯛

ﾛ

郵便料その他棚 通知 ￥246H”､21728

－

郵便料判決等送運 ￥652地H27.21829

＋
郵便料その他地 送逗 ￥11072H27.2噸30

3ノ15ページ
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31 H27.2.23 地 送達 駈状等 郵便料 V1.072

民事一般鯛停事件(通輔脈舩事件が鯛停に付されたもの)において,被告(相手方）
に宛てて断えの変更申立書副本を送運する際に,被告(相手方)の住所が｢6－2旦
二且｣であるのにもかかわらず. 「6－9-23｣と肥載し,発送した結果. 「あて所に尋
ねあたりません｣との理由により不送運となった。

薦蕊鐵酵農蕊繍 可電
一

魁
惚を+分にしなかった

はなかつた)。

た

こ膜り

32 H27.2.26 地 通知 通知書等 郵便料 y656

破産事件(A,B事件)において.両事件の各債榧者6名(慣権者のうち1名は同じ便
権者)に宛てて破産手続開始及び破産手続廃止決定の通知書を送付する際に,A
事件債樋者5名に宛ててB事件の破産手続開始及び破産手統廃止決定の通知書
を.B事件債樋者5名に宛ててA事件の破産手続開始及び破産手続廃止決定の通
知書をそれぞれ送付した。

関係職貝は.両事件の通知書の発送率鯛をする際に,両事件の封筒を取り違えて
単傭し,それぞれ発送する際にも.両事件の封筒の宛名の肥載内容と通知密の肥
戦内容との確浬を十分にしなかったことから,通知書を入れ膜った°

33 H27.2.27 地 送遠 判決等 郵便料 ￥604

通常脈舩事件において,被告に宛てて鯛誓判決正本を送遅する際に，付郵便送迎
の要件を満たしていないにもかかわらず,付郵便送遅を行った。

関係職員は.被告に対する付郵便送遮を民脈法107条1項1号により実施したので
あるから.本件送速時には.まず,民翫法104条3項3号の坦所へ特別送達の方法
による送運を試みた後でなければ付郵便送連ができないにもかかわらず,配録を十
分に確惚せず,漫然と‘直前の送逮が民脈法107%1"3号による付郵便送達であ
ると思い込み.直ちに同条2項により付郵便送運ができるものと誤解した。

34 H27.3.2 地 送逮 判決等 郵便料 ￥1.130

通常脈舩事件において,原告代理人支配人に宛てて第2回口頭弁鰭鯛召(判決)正

本を送運する際に.会社名や原告代理人支配人の肩書を記職せずに発送した結
果, 「あて所たずねあたらず｣との理由により不送遮となった。

関係職員は,支配人宛ての蕊
古醜人の喧稗客覗鹸Lなくて：

可■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

社名や原告代理人支配人のI

唾”廷＝処0－軍1Ⅶソ句0－二J＝ソ＝処ロド』ふ8コUし＝ノ、

1番を配戯しないまま発送した。

35 H27.3.2 商 通知 通知書等 手数料 y950

鴎嫡等鮪求上告提起事件において.上告状却下命令がなされ.同日に砥足した

が.一審判決の破定日は,控翫審判決の送運日(控翫人.被控訴人とも同日)から
2週間経過後の平成26年10月25日とすべきところ,関係職員は.上告状却下命
令の随定日を一審判決の随定日とする膜った確定胚明書を作成して被控断人代理
人弁腫士に送付し,併せて.膜うた戸鰯通知書を作成して区役所あてに送付し､そ
の結果,被控翫人が同区役所に醗婚の届出を了してしまったため.戸輌灯正肝可
審判申立手数料.同審判の確定旺明番.郵便料,疎明資料の交付手数料等の鉦
用の補てんが必要となった。

関係職員は.上告状却下命令の確定に伴う一審判決の確定日は.控鯨棄却判決
の送遼日を基準として上翫期間を経過した日になるという知職はあったものの.本
件の埋合.控翫人への送達が鑓渋していたことや,高裁の決定や命令の場合.当
該決定等の告知日が確定日となるという一般的実務の愈職が強く作用したため.上
告状却下命令と一審判決の確定日を混同して膜配した。

36 H27.3.2 商 通知 通知香等 郵便料 ￥1.082

35と同じ

(離婚等胴求上告提起事件において,上告状却下命令がなされ‘同日に確定した
が,一審判決の確定日は,控飯審判決の送遮日(控断人.被控脈人とも同日)から
2週間経過後の平成26年10月25日とすべきところ,関係職員は,上告状却下命
令の確定日を一審判決の確定日とする誤った確定腿明書を作成して被控脈人代理
人弁腫士に送付し,併せて,膜った戸鰯通知書を作成して区役所あてに送付し,そ
の結果.被控翫人が同区役所に離婚の届出を了してしまったため.戸霜訂正肝可
審判申立手数料,同審判の確定歴明書.郵便料,疎明資料の交付手数料等の賛
用の補てんが必要となった｡）

35と同じ

(関係職員は.上告状却下命令の硫定に伴う一審判決の確定日は.控翫棄却判決
の送遮日を基準として上訴期間を経過した日になるという知醗はあったものの,本
件の喝合,控脈人への送遮が難渋していたことや,高裁の決定や命令の場合,当
鮫決定等の告知日が確定日となるという一般的実務の窓臘が強く作用したため,上
告状却下命令と一審判決の確定日を混同して膜配した｡）

37 H27.3.2 高 通知 通知書等 その他 V1.250

35と同じ

(瞳婚等騎求上告提起事件において.上告状却下命令がなされ,同日に確定した
が.－審判決の確定日は,控鯨審判決の送遅日(控脹人.被控訴人とも同日)から
2週間経過後の平成26年10月25日とすべきところ.関係職員は,上告状却下命
令の砿定日を一審判決の確定日とする誤った破定腿明書を作成して被控翫人代理
人弁股士に送付し,併せて,誤った戸範通知書を作成して区役所あてに送付し,そ
の結果,被控翫人が同区役所に醗婚の届出を了してしまったため,戸覇訂正解可
審判申立手数料.同審判の確定証明香.郵便料,疎明資料の交付手数料等の費
用の補てんが必要となった｡）

35と同じ

(関係職員は,上告状却下命令の確定に伴う一審判決の確定日は.控翫棄却判決
の送運日を基準として上飯期間を経過した日になるという知蝉はあったものの,本
件の塙合.控鯨人への送運が難渋していたことや.高裁の決定や命令の場合.当
鮫決定等の告知日が確定日となるという一般的実務の窓輝が強く作用したため.上
告状却下命令と一審判決の確定日を混同して膜配した｡）

戸範脇本交
付手数料

38 H27.3.3 家 登配 登配 郵便料 ¥92

保佐開始等申立事件において,畳配嘱庇魯に保佐人の代理権の付与に関する記
賊をせずに法務局宛てに発送したため,膜りのない登肥嘱託害を再送することと
なった。

U麹便服弾堤Uい0エロ凹瘤回しロ巳0F〃燐アー四坪0－・ 回些秤巳U グJUー■陸一一0 UFF権ユUロビーr刀

容に誤りがないことを十分に確麗すぺきところ,これを行わなかった。
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国費負担等一覧表(H27.1～H27.12)

事案の振要↑
ＴＩ 金釧 愉謝関係蹴興の過失砺務の内容 ｜｜ 慨目愛付ID

本送付の蕊務を行った後.第1回便権者菜会 詳緬は不明であるが.関係臓員の予納郵券の衝理が不十分であった。

を経て免寅群可決定正本送付聯務を行うまでの間に,申立人代理人が予納した郵
便切手のうち3690円分の所在が不明となった。

郵便料地 その他 その他 M3‘690H27.3.1139

関係職艮ば,本人への送達を失念し,登記噸筋をする際にも,関係者への送遮の
確盟を怠ったため‘審判確定が未了であることを識過した画

後見棚始の審判(変更後の申立の迩冒孫薩開始の審判)申立事件において,本人

職鴛撚織懲撫祭蕊耀撫らず･簔記職職を
40と同じ
(後見朋始の審判(変更後の申立の趣旨:保佐開始の審判)申立事件において．本
人に対し送達するのを失念し,審判は確定していないにもかかわらず,登記嘱託書
を作成し,~東京法務局に送付した結果‘誤った登記がなされた｡）東京法務局に送付した結果，を作成し

登記 登記澱用寂 豊記 ¥20600H27,3.1140

40と同じ

(関係職員は,本人への送達を失念し』登肥嘱託をする際にも‘関係者への送運の
確麗を怠ったため､審判確定が未了であることを新過した｡）

関係職側は‘判決言渡し前の平成27年1月29日に鯛醤判決原本を準備し,あわせ

郵便洞登記 登記家 ￥604H27,3.1141

三宛てて醐書判決正本を送遮する隙に‘
為かかわらず.認証日を『聖成27年･I

曾舗潔綴鶏読謡識鯛謬雛ず送還 判決等 郵便料価 革25‘620|●1273.11A2

蕊鐵灘灘議灘慧蕊
の確麗が不十分であった。

平成|20年8月に判決が言い渡された通榊訴繊獺件において，平成|20年8月に判沃が富い渡された辿辮跡聡螺件において, 被告に宛てて剛書判
鑓の要領等に，｢請
錆した上,」と‘主文

諏言にﾀgてて剛晋判

決正本を送遮する際に,原本と典なる澗櫓判決正本(測魯の弁薦の要領等に，｢請
求の趣旨第1項の附帯講求の割合を年26-28パーセントと域精した上.」と’主文
第1項に『(ただし.附諾請求の割合は年26.28パーセントと変更)｣とそれぞれ紀
職されたもの)を作成して送連した画

別“2“附亀
■創不復功と
嘩った唱曲略
甜』74.鴨別退
逮(休日胞竃j
不奥駒と嘩句た
咽念確.ぬ”A1

| 鍵逗 ’送返 郵便料筋 判決等43 H27.3-13

可一一 蕊潔蕊霧職謡麓講識魏鍵豊熱り潟職；
を砿露しなかった(砺務官は.申立書副本は相手方に送るべきものであるということ
を理解しておらず‘関係職員から被害者に送遅するよう指示されたものと誤解し‘被
誓者である申立火宛ての郵便を作成した｡)。

関係綴側は.被告に対する{痘I便送運を民脈法107条1項1号により実施したので
あるから‘本件送連時には.まず,民断法104条3項3号の場所へ特別送遣の方法

糊謡舗蕊認雪雛蕊瀦鰯麓壗撫轆雛蕊
誌灘蝋鍾送達と頼ったものと恐い込み･民i職1.7蕊'蛎号により付

申立書副本を送運する際.相手方に宛てて

繼轆鑿野霊鷲罐疑畿蕊甦
郵便料訴状幕地 送運 ￥1.072H27.3.1744

疲吾E宛てて判決正本を送達する際に，
)､かわらず‘付郵便送遮を行った。

付郵便送遮の要通辮脈舩鞭件において.被告に宛引
件を満たしていないにもかかわらず

郵匝料判決等地 送進 ¥60445 H27,3‘25

日

…1
F

する際にも.宛名用紙の確認を十分にしなかっただめ,誤記を看過した。

原告代理人に宛てて爾可~回口頭弁論調書(和解)正本を送
可

訓

調
通辮訴繊事件において,原告代理人に宛てて第1回口頭弁論訓番(和解)正率巷笈
進する隙に‘同人の蛎務所住所が『2丁目1番ﾕ皇-901号｣であるのにもかかわら
ず‘『2丁目1悉狸-901号｣と紀賊し.発送した結果,『あて所たずねあたらず｣と
の理由により不送逵となった。

郵便料送運 判決等地 ￥1.19546 H27,3,25

通訳人旅撹
日当

紛失の原画ぽ明雇邪ではなL,が‘裁判所内での郵便物の管理が不十分だった。

その他その他 その他顔 藤3沓56147 H27,3.'26

諜騨灘識繍蕾灘
蕊駕蕊謹霧醗鰯調溺総撤認蕊潔撫

郵便料送還地 判決等 ￥2.98048 H27‘3‘27

郵便料進運 脈状等地 ¥1.072H27,3.3049

5/15ページ



『で

6／15ページ

１
６
７
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｒ

1画
ｐ
凸
Ⅱ
，
■
■

侍

申 L

|霞
I ･
： ． ．

？ F

戸 -. -~

l

崎i
r ，

･凸.

ｆ
ｂ
０
ｒ
■
１
Ｊ

塞務の内顧

1

1

1

勺

拠目
』

q 金額

ｰ 『

事案の摂要
可

毛

関侭嚇段顧嘩

ﾕ ｰﾆ

備考

50 H27.4.2 地 送運 判決等 郵便料 ￥604

通常脈舩率件において.被告に宛てて判決正本を送運する際に,付郵便迭迩の饗
件を満たしていないにもかかわらず,付郵便送達を行った。

関係職貝は,被告に対する直前の付郵便送遮を民翫法107 1項1号により実施
したのであるから,本件送還時には,まず,民脈法104条3項3号の場所へ特別送
運の方法による送逮を賊みた後でなければ付郵便送遮ができないにもかかわら
ず,肥録を十分に確潔しなかったことから,既に民脈法104条3項3号の堪所へ特
別送運の方法による送遅を戯み,不送逮となったものと思い込み,民翫法107条1
m3碁に上り付郵個扶揮存実施した｡

51 H27.4.7 筋 送違 支払督促 郵便料 ￥1.134

①支払督促事件において.債務者に宛てて支払督促正本を送運する暗に,慣務者
の部屋番号が｢Z]Q号lであるにもかかわらず.債権者が作成した｢2且]量｣と配賊
された封筒を使用して発送した結果, 「あて所に尋ねあたりません｣との理由により
不送遮となった。
②その後.債樋者に宛てて上肥の送運の結果を通知した。

①関係職員は.支払督促正本を発送する暗に,償樋者が作成した債務者宛の封筒
を使用したが.当該封筒の宛先の確麗が不十分であった。
②関係職員は.郵便物が返戻された際に,宛先に誤りがあったことに気づかず,慣
樋者に宛てて民翫法388条3項の通知を行った。

52 H27.4.7 地 その他 その他 その他 ￥32.635

不動産強制顔売申立事件において,申立憤樋者に優先し,その金額が斑愛可能価
額を超えている担保梱者の憤楯が存在していたにもかかわらず.申立債樋者に対
し.無剰余通知せず,売却実施処分を行った。

関係職員は.物件明細書を作成する際に.申立憤枢者に優先する担保榧があるこ
とを沼過し.申立債権者に剰余が生じると誤鯉した。

BIT掲戴料．
広告貫用,売
却中止手散
料

53 H27.4.7 地 通知 通知魯等 郵便料 ￥1.768

52と同じ

(不勁産強制賎売申立事件において.申立債権者に優先し,その金額が買受可能
価額を超えている担保樋者の償樋が存在していたにもかかわらず.申立憤樋者に
対し､無剰余通知せず,売却実施処分を行った｡）

52と同じ

(関係職員は,物件明細書を作成する際に,申立債権者に優先する担保樋があるこ
とを沼過し’申立憤樋者に剰余が生じると鯛鹿した｡）

関僅睡且A(受付係の害肥官)は． ■ﾛ■■■■■■■ F－1

54 H27.4.7 簡 送運 その他 郵便料 ¥1.082

少額脈舩事件において,原告に宛てて補正命令正本を送迎する暗に,原告の氏名
が｢●●敏度』であるのにもかかわらず, 「●●僅産｣と肥戦し､発送した結果, 「あて
所たずねあたらず』との理由により不送運となった。 1

を十分にしなかったため.誤配を沼過した。

55 H27.4.7 家 通知 通知書等 郵便料 ￥82

胴求すべき疲分割合に閥すも処ガ串汗において，砲千万に死疋疋瞬云ぜき迄1可~ヲ

る際に.別事件の申立人氏名欄を記駁した照会書を作成して送付した。
限J1添駆Bul王。照云世さ1"F腿9③賑'一・万りや時UﾉI偲云世丁一矛”平ユハやUﾉ”エ産

失念し,発送する際にも確鯉を怠った。

56 H27.4.8 恋 送還 判決等 郵便料 ￥1.410

祭祀承継者指定申立ての審判に対する即時抗告事件において.決定腺本と埋田の
配職が異なる決定脇本を作成して.当事者双方に送達した。

関係職員は,決定脇本を.決定原案に基づきあらかじめ作成していたところ,決定
原本受領後.決定原本と決定脇本の同一性の砿鯉を怠った。

回

Iけ鐸R祁今の#園ｲ辻力《な±銅.企磨に BIT掲鮫料．

57 H27‘4.8 地 その他 その他 その他 ￥19.989

不動産眼売事件において.甲立人から無剰余回避のために氏畢訊行法63乗z現1
号の保旺の提供がなされていたにもかかわらず.保鉦の提供が反映されないまま
の公告書及び通知香を作成して売却実施処分を行った。

■～庫穴一ー h ■マーワ面＝■■■■■ー弓一一一一コ▼ー ー一写 ･一口一Fでpママ

■■■■■■■ことを失念した。 広告貸用‘亮
却中止手数
料

j

58 H27.4.8 地 通知 通知番等 郵便料 ¥450

57と同じ

(不動産顔売事件において,申立人から無剰余回避のために民事執行法63条2項
1号の保鉦の提供がなされていたにもかかわらず,保眼の提供が反映されないまま
の公告書及び通知害を作成して売却実施処分を行った｡）

57と同じ

(間係職員は.保

■■■■■■■
提供
失念

れた際に,ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■

59 H27.4.8 家 送逮 ‘判決等 郵便料 ￥1.390

離婚等鯖求事件において．被告代理人に宛てて判決正本を透運する隙に.送埋墹
所の変更の届出書が提出されていることを肴過して旧住所に発送した結果. 「あて
所たずねあたらず｣との理由により不送運となった。 一

60 H27.4.10 地 その他 その他 その他 ￥10.195

廻津ｨ､幽唾双冗単行I－ぬし、L･･ヮE画j采躯延刀-F産pwHリロ1－ﾌE画J率"巴延刀万壱”

わないことになった際に.B而菜者に対して速やかに公示中止依頼を行わなかった
ため.公告日に情報がBITに掲戚された。

関係職員は,掲駁備報をBIT菜者に送侭した後に売却実施処分を行わないことに

篭昌誰讓饗瀞総
るところ,掲載中止依頼に関する知腫を欠いていたことから.B汀案者に掲鮫情報の
掲餓中止依頼をFAX送侶しなかった。

B汀掲載料
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国費負担等一覧表(H27.1～H27.1 21
■■ ｜
備考関係鰍風の過失事案の振要噸務の内容 金額礎目受付 庁1，

■

通鱗訴繊砺件において.原告代理人が予納した郵便切手のうち80円分の所在が
不明となった‘

鮮細は不明である

獺駕歸黙蕊繕鐡協凝騨雰扇したのか
郵便料その他地 その他 鼈80H27.4.1361

関係職員は．侭櫃差押命令原本及び侭権差押命令正本4通(債権者｡恢務者及び
第三憤務者2名)を作成する際に.債権者から提出された当事者目録の写しを用い

息齢鰯菫難藤濡擬認雪織篭撫辮溌ﾃとを霜

権差押命令正本を送付する隙

に,第三償務者2名のうち1名の龍餓が欠落した侭権差押命令正本を作成して送付
した。差押錦 郵便料地 その他 ￥92卜127』4.'1462

正本用の当巫肴目録及び鯖求償関係職員は.傭権差押命令正本を作成する際に,正本用の当事者目録及び鯖求償
権目録についてはi原本用からコピーしたところ,コピー機の鱗み取り部分に付簔等
が残っていたことに気づかずにコピーしたため,幅約2センチメートルにわたり一定
部分が印字されていない正本を作成し､発送する際にも､原本との同一性の確認が
不十分であった。
幽係職目は.q

【 1
【

■■■■住所柵をﾃｪｯｸしたものの,結果としで■■■■住所が｢1丁目18雷1
号｣となっていることを零遇した。

Ｊ１ｑｌ可
可塑』

遍看に宛てて{蹴宿差押命令

正本を送遮等する際に,当躯者目録の一部及び鯖求侭権目録の一部が欠損した憤
権差押命令正本を作成して送達等した。郵便調幾弾 差押毎 ￥2352地63 H27.4.15

被告に宛てて翫状副禾零を送達する際に 被告の住所が通常訴訟那件において.被告に宛てて翫状副本等を送達する際に,猿告の任所か
rg,●区●●1-B-1｣であるにもかかわらず.｢●●区●●ﾕｴ貝L旦孟.曇』と舵
餓し.発送した結果.「あて所に尋ねあたりませんjとの理由により不送巡となった。郵便料送逹 脈状静地 革1.39064 H27417

①の不送退
は過失に起
因するもので
はない。

限W扉砺頁頁礎当番記官)及び|閏I係職員B(ﾁｪｯｸ担当需紀官)は,発送する隙に
宛先用紙の確認を十分に行わなかったため,娯祀を

新過した。

禾零を送遮する隙に.被告の住所
かわらず,「●●市●●1丁目15が『●●市●●1丁目15悉旦量｣であるのにもかかわらず,「●●市●●1丁目15

番ﾕ皇量｣と肥戦し‘発送した給采「不在｣との理由により不送遮となった。
②その後‘被告の住所に宛てて特別送遮(休日)する際に,前記と同様の肥戦をし
発送した結果, rあて所たずねあたらずjとの理由により不送進となった。

郵便料送遥 脈状評地 導1.450卜12M.2165

騨篭雛囑灘潟蕊扉撫脂鶏蕊溌I蒻皇悪童
しないまま保存し,唾作成の際に,変更前の誤ったデｰﾀに基づいて印刷した嗣
停鯛書で正本を作成し‘発送段階においても,正本が原本と相遮ないかの硫浬を十
分に行わなかった鯵

を雁賎ずる際に,測停条頑中
らず‘「●介｣と娯記した鯛停の当菰者間の畏男の名前が｢●蕊｣であるにもかかわらず‘

鯛書正本を作成して当事者双方に送遮した。郵便料判決等家 登捷 ¥2.M4H27.4.湖66

》
鞭
支
行
職
の
正

宣言付支払糖促正本を送達
写し(仮執行宣言の文蓄の種正本潔腿がない仮執行宣言付支払'脳促写し(仮執行宣言の文言の亜

‘てい為｢平成27年4R10日●●簡易裁判所裁判所襟記官●●●
等する際に‘正本潔紅がない仮執行宣言付支払悩促写し(1
後に記赦されている｢平成27年4月10日●●簡易裁判所
●｣の肥名の後に職印を押印したもの)を送連癖した．支払慨促 郵便料蹉琵 ￥1.174耐67 H”.4,28

騨灘霞潔溌濡蕊淫蕊識雪瞳潔の上管理梁に所喪の鯉職
登記撹用登記 登記 ¥2‘600家H2X43068

郵便料遙撞 判決等 ¥604地H27‘5.126ロ

｜
’郵便料通知書等家 通知 ￥82H27‘5.1270

十 一 一 一一一一
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国費負担等一覧表(H27.1～H27.12)
’

i

金額
’ I 瞳。 備労関係職員の過失郡案の擬要本務の内審庁受付ID

－

日呼出状及び答弁笹催告状を 変更前の期日(亙頁可b白〕が妃戟された従前の口頭弁関係職貝は,発送する際に.変更前の期日(4月10日>が泥城’
総期日呼出状及び答弁書催告状をそのまま使用して発送した。口亜弁講期日が『平成27年量目旦圓采前10時00分1である付郵便送遅する際に．口頭弁護期日が｢平成27年豆且旦目缶嗣10"00分1であも

めE罰琉｝うちず.｢平成海隼4月、旦午前10時00分｣と妃戦して付郵便送違を
実施した。

断状舗 郵便料送撞 革594、71 1127.5‘･20

決定正本を作成する際に

轆購も
b,ったため‘宛先が別躯件の償権

凹係臘頁ほ了担保不動産鯉売開始彊保不動産顔売開始決濤E本を

農欝鶏蕊蕊驍溌鰈譲溌瀧嬢諜潔撰繍醗 ｣溌織職禦鰯潔謝誤靴畠繊擁駕溌蝿職態
乍成した上

郵便料差押錦その他 ¥92地72 H27.5.21

、
‐
』

蕊離蕊凝:て ■
■
ｑ
’
』I各決定の公告を行ったのにもかかわらず,更に免責許可

公告愛用公告 鞘3.353地 公告73 H27.5,27

醐便料迩記家 登記 ￥82H275.2774

可
Ｊ
Ｊ’

一
は員職係関

、法務局へ送付する前のセルフ
郵便料登記 蚤記 ￥82家75 H27.527

に了被告の住所が
8●●住宅員Q2号’

室jに宛てて.付郵便送遮を実施したb郵便科既状需 ￥652開 送達H27.5.2876
郵便物の宛先との照合を怠った似

する際に,界李を手番吉で配入することを失念関係職貝は,官報公告原稿を作成する際に,外写
し.褐戦した後に確潔する際にも気づかなかった。

一

する際に,被相続人
当箇所が空白のまま

印刷局に公告依頼の送付をした。
官報禍戦繊に該当配蛎を砿認する際にも‘欠字を恋過したまま,財産蒋理人に宛て
て柵賊済通知を発送した。

公告斑用公告公告 ￥1-468家H27.6‘177

77と同じ ‐
(関係職員は聯官報公告原積を作成する際に‘外字を手番きで記入することを失念

77と同じ

(相緩財産魑理人選任申立事件において,官報公告原執を作成する際に､被相続
人の氏名の外字部分についで手書きで肥入することを失念し,該当箇所が空白の し‘褐威した後に確認する際にも気づかなかった｡）

郵便料公告 ¥164蔀 公告H27.6‘178

蕊蝋諜麓謡蕊霧器にも欠字を職過した窪ま・財産管雲人に宛て
関係聡貝の率拝記録の管理が不十分であった。群細は不明であるが，

の残郵券も同時に紛失した。
鄭{匝料その他その他 ￥3,242地79 H27.6,9

理証明書とともに権利行
の記録に謡綴した結果，

|“料’郵便料 担保取消決定がなされた，その他送遮 ￥1‘072地H27,6,1180
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国費負担等一覧表(H27.1～H27J2l

’ 備渚関係臓貫の過失駆柔の振要砺務の内容 班目 金棚受付 庁ID

I E

上書きをする際関係職員は.諏阿零両データを利用して照会書を作成する際に，際に.別砺件の特別代理人
に必要な訂正を怠った。候袖者氏名が記戦された照会醤を作成して発送した.

郵便科通知 通知書評顎 鼎24681 H27,6.18

－

BIT弼餓料

畷溺蕊露罵聯鯉
三藍信Eだ護に取下げに伴う砺務処理を行うに際
言する必要があるところ‘当骸送信は不要である

売却実施処分後の取下i子があった隙に‘ B汀粟者に対

澱豊醗難鰯瞬灌騨離籍g糊鞘薙鵬刷彌葱
た。その他その他地 その他 M9‘990H27.6.2282

鮮可抗告申立書の副本と膿解し.特別抗告提一一Fﾄー 特別抗告の提起砺件及び抗告解可の申立て事WIF『亘藷いて,特別抗告提起通知及
び鮮可抗告申立て通知を送遮する際に.通総は1通の郵便に同封して送遮するとこ "f件の立件手続を遅延させ.関係職員Bは,特別抗告提起事件の立件手続が遅

延していることを総過して・許可抗告単立て通知のみを先行して実施した。ろ.別異の郵便で送巡した。郵便料その他商 その他H27.6‘” ×83

嘱廃俄頼審を速やかに錘寓裁に送付せずに紛失した。関係職員は,送遅荷ずる際に.厩裁での決裁濯了後連や

かに過高裁に送付せずに紛失し1添付の郵匝切手も紛失した。 I
判決尋 郵便料高 送逮 W.140B4 H27.6.湖

鍾霧蕊蕊霧議講溌蕊蕊蕊公告 公告盤用公告 潔2716地H27.8.2585

決定の公告を行った。

E申立蝿侭者宛のもの箸兼所有者に宛てて罵当要求通

蹴蕊蕊瀞綴2製雑欝繍溌鯉峨蹴議
した鰯

仮差押決定正本の写しを添付した配当要求通知番を作成し
霞蕊麓囎繍驍雰謡謡舗難霧覺灘灘羅f鑿
添付して作成し,憤務者兼所有者宛てのものには仮差押決定正本の写しを添付せ
ずに作成してそれぞれ送付した。

通知笹等 郵便料地 通知 ￥14080 H2.77.8

訴砺件であるところ.担当部に配てて控脈状副本等を送遮する際

I
’

鋳鰯謁灘雛職別蛎件の擢脈状副本が．”件の腿錬に本灘件の
関係職員(本率件担当書肥官)は,発送する隙に,送逮すべき書類の内容の確認を
しなかったためⅢ別窃件の控翫状副本であることを瀞過した。

に,誤って.別事件の控脈状副本を送退した。
翫状等 郵便料送鍾 ￥1.072地87 H27.7.24

■

少年の国選付添人から終局決定藤禾繭請求方法等の照野琴孫麺篠において‘‘少年の国這付添人から蕊局決定騰本の講求方潅壽の照
会があった際に,手数料,300円が必要である旨の娯つた手続教示を行ったため.付
添人から収入印紙が納付され‘即日,受付･消印された。手数料その他 その他家 ¥30088 H27J.31

翫了で了同弄耐人に対し,被被疑者Aの弁醗人からなされた勾留状勝本交付申砺に

Ｉ
疑者Bに係る勾闘状朕本を鰻って送付した．

郵便料送遮 判決癖 ¥510地卜127B.489

1－ 苛謁酒督促正本を送達
:にもかかわらず‘請求債篝する關之‘講求{蝿屡の全部について仮執行宣言を付したにもかかわらず‘請求IM

権の一部I亀だけ仮執行宣曾を付した肥戦のある原本と異なる仮執行宣曾付支払綴支払符促 郵便料送運 単1．174剛90 H27.8.11

促正本を作成し送運等した。
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国費負担等一覧表(H271～H27.12) ー

|鵬ゞ
＝刃

’
' ．

◆

関係職画の過失耶案の擬要礪務の内容 拠眉 金額受付 庁ID

書を送遅する際に.鰻って封筒に貼付し る隙に,誤って致損した‘

た50!円切手1枚を剥離したところ,郵券を穀視した。
送遼一 郵便料頚 判決等 ￥5091 H27ふ12

■■■通知書を作成する際に,誤って，
発送する際にも，通知盤の確認が不十

龍価額が手続幾用及び侭
する際に.翼受可能価額が I通知霧を作成し，先債椛の合緋額に満たない旨を妃戦した通知書を送運する際に‘

手続謎用額を超えない旨を妃戦した通知書を作成し送遮した。郵便料還揮 その他 ¥1.072地H27.8.1292

関係職員は．官報公告原積をパソコンで作成する際に.碓潔を行ったが,鰻りを新
過した。

の官報公告掲職依顎をする
'すべきところ.「平成ZZ年2際に,催告期朋満了日を｢平成2旦年2月28日｣と記戦すべきところ，

月28日｣と肥蛾して依頼し,同公告が掲戦された。公告紐用公告 公告家 ￥1.468卜127.8』1393

93と同じ
(関係蹴員は,官報公告原稿をパソコンで作成する際に‘硫潔を行ったが.誤りを看
過した｡）

93と同じ

鱸織総謹職騨蕊鰄鮒騨謹鐺襟耀謹
月28日｣と肥戦して依顛し‘同公告が掲戦された.）

郵便料公告 公告家 ￥39294 H27.8.13

補者に宛てて破産申立書副本等を送荷了再び珂蕊でぼ了面爾r蔽雇軍五審副承零ほ軍立飛理入がら破産管財人候補者に
たため｡「あて名の肥餓鴻れ｣との理由によ直送する取扱いになっていた。

辮鶏騎薮欝難諜綴繍蝋璽鮮職幽
ト. 1

る際に｡封筒に宛先を記鮫せずに発送したため
り善迩郵便が返登された。

その他 郵便調その他 ¥800地H27.8,1495

D蕊
ご・

賊の住所と申立書記賊の住所とが異なってい

1

送する隙にも,封筒を賊認しなかった。
一

ず支払慨促正本を送達する際
雌し・発送した結果,第三者
ず支払慨促正本を送達する際
雌し・発送した結果,第三者

－－

た(混遼担当識が郵便送逮報告譜に別率件の送遮の瑠所と取り遮えて記戦してい

灘
に‘支払督促正本の郵便送轌R告書記職の住所を肥戦し，
が受額した。
に‘支払督促正本の郵便送轌R告書記職の住所を肥戦し，
が受額した。

支払侭促 郵便料送運 ￥1.082隔H27.al998

更正決定正
本送逮災用，
更正決定正
本送連証明
申鯖饗用

記官)は,鯛書判決を作成する際に.十分な点の要領等｣棚に｢裁判官
稜･確麗を行弄姶終結jに続けて『別紙の主文及び理由の要旨を告け'て判決言渡し｣と龍戦すべ弁鰭終結』に瀧けて『別紙の主文及び鑿田の婆百を言付‘て判沃冨渡し｣と配紙す 頁蔑；、きであったのに’これを記戦せずに作成した画

その換,更正決定を行ったことから.当事者双方に宛てて更正決定正本を送達し
郵便料送遅 その他閲 革1.816 ､／H27.8j2497

誉､醗馴琿鎚。
一

卿孫蔽頁の事件龍録の管理が不十分であった。静細は不明であるがも

侭権者が予納した郵券の残郵券も同時に紛失した側
郵便料その他 その他地 M5:580卜127.8.2498

D
ウ

関係畷働は.1宛てて強制執行停
果.『棟室番号波

､て‘被申立

せずに発送

■ ■ ■

卜 D

名用紙の確湧を十分にしなかった
れ｣との理由により不送達となった。郵便料その他蹉権 ¥3.216地H27.82699

発送する際にも
ため‘部屋需号部屋需号が欠落していることを看過した
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100 H27.8,27 地 その他 その他 その他 y29,150

担保不動産醗売事件において,期間入札を実施するにあたり，日刊新聞紙に不助
産亜売物件情報の褐戯する際に,買受可能価格が｢630..44万円｣であるのにも
かかわらず, ｢630..4万円｣と配賊し,依頼した結果.誤った価格が新聞に掲賊さ
れた。

率務官が新聞広告依頼原稿を作成する暗に,印刷した新聞広告依願原稿配駆の
価額と買受可能価額が異なることに気づいたものの,誤って100円未満は表示する
必要はないと判断し,関係職員は.事務官が作成した新聞広告依頼原稿を確浬す
る際に.同様に誤って判断した。

BIT掲敏料，
広告費用.売
却中止手数
料

101 H27.8.27 地 その他 その他 郵便料 V348

100と同じ

(担保不動産簸売事件において,期間入札を実施するにあたり．
産亜売物件情報の褐戯する際に.買受可能価格が｢630.144

日刊新聞紙に不動
万円｣であるのにも

かかわらず. ｢630.ｺ且万円｣と妃賊し.依頼した結果,誤った価格が新聞に掲載さ
れた。）

100と同じ

(事務官が新聞広告依頼原積を作成する際に.印副した新聞広告依頼原稿記鮫の
価額と買受可能価額が異なることに気づいたものの,誤って100円未満は表示する
必要はないと判断し,関係職員は.事務官が作成した新聞広告依頼原稿を確鯉す
る際に.同様に娯って判断した｡）

102 H27.8.28 家 送運 判決等 郵便料 y464

成年被後見人の居住用不動産処分肝可申立事件において.甲立人に宛てて審判

番勝本(全6頁)を送付する際に.5頁目が2枚ある勝本(全7頁)を作成して送付し
た ｡

関係職員は.誤って審判書原本と異なる胴本を作成した。

103 H27,8.31 地 その他 その他 郵便料 ¥759

通常酢酸畢件において，岬間蚕風に死~こて爽科さ室1可v③嫁1－．や木・麹》1史料I正

国庫負担により送付するところ,誤って原告代理人が予納した郵便切手を使用して
普通郵便により4度送付した。

関係職員は.専門委員への資料の送付撹用が国廊負担であることを知らなかった。

104 H27.9.14 筋 送遅 その他 郵便料 y2.144

通常脈舩事件において.判決書を作成する暗に, I判決の理由｣中に記載した畢故
態様について,衝突した双方の車両の側面を左右取り違えて紀載して作成した。
その後.更正決定を行ったことから.当事者双方に宛てて更正決定正本を送遅し
た 。

関係職員は． 更正
本送

、
鋤

105 H27.9.24 地 登記 登配 登紀賀用 ￥1.”0

担保不動産鯉売事件において.所有樋移転登配等の量配嘱庇吾を作成すも陣に，
所有樋移転鯖求権仮登肥の抹消登配を嘱託する旨を配賊すべきであったのに,そ
の旨配賦しなかった結果.抹消登肥がされなかった。

関係職員は.登肥嘱託書を作成する際に.十分砲鹿しなかったため.所有権移転胴
求樋仮登肥の抹消登紀の嘱託を失念した。 ．

106 H27.9.24 地 登記 登記 郵便料 ¥962

105と同じ

(担保不動産飯売事件において，所有樋移転登配等の登脆嘱託書を作成する際
に.所有権移転胴求権仮登配の抹消登肥を咽舵する旨を記餓すべきであったの
に,その旨配戦しなかった結果.抹消登肥がされなかった｡）

105と同じ

(関係職員は，登肥嘱庇書を作成する際に,十分随配しなかったため.所有権移転
胴求樋仮登肥の抹消登記の嘱託を失念した｡）

107 H27.10‘2 家 その他 その他 その他 V220

離蝿鯛停事件において,代理人弁腫士からの事件配鯨の胴与甲砺かされた陣に，
膿写が胖可されていない魯類がつづられている別冊を代理人弁腫士の窃務員に対
し交付して.同事務員が職写した。 ．

関係職員は,本件腿写手続に当たり,本件智頭が服写対離となる鯛停事件配鯨と
は区別して別冊につづられており,別冊の分界紙に｢肥録外の書類｣と表示されてい
たにもかかわらず.その確浬を怠り.代理人弁腫士の事務員に対し,騰写が8午可さ
れていない本件書類がつづられた別冊を.臘写申服が鮓可されたものとして当酸事
件配隙とともに交付した。

臓写費用

108 H27.10.6 家 その他 その他 郵便料 ¥2,m0

子の氏の変更酔可申立事件において.当事者が収入印紙2400円,郵券BZHを
納めるべきところ.収入印紙400円1枚.500円郵券4枚,82円1枚を納付した際
に,500円郵券4枚と400円の収入印紙1枚を申立香所定の貼用印紙楓に貼り付
け.かつ,消印した。

関係職員は.郵券と印紙を混同して渦印した。

109 H27.10.6 地 送速 脈状等 郵便料 ×

通常脈舩事件において.被告に宛てて醗状副本尋及ひ口殴芥頸期目呼出状を1寸

郵便送運する際に,口頭弁臆期日が｢平成27年9月24日午前10時0O分｣である
のにもかかわらず,「平成27年9月3日午前10時15分｣と肥威して付郵便送遠を実
施した。

雛騨景壷認調一
口頭弁臓期日呼出状の ー一夕eー”D

日呼出状以

外の送逮は
有効である．

110 H27.10,9 地 送遅 翫状等 郵便料 ￥1.789

通常翫松事件において,被告に宛てて訴状副本等を付郵便送連する際に,口皿弁

臆期日呼出状のみを発送し､脈状副本等を同封しなかった。
間係職貝は,発送する際に,翫状副本等が未だ送返されていないことを譜過した。
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備考

111 H27.1ul3 家 その他 判決郡 郵便料 ￥120

平成●●年(家イ)第2116号通産分割醐停事件において,相手方から叫停醐誓腿
本の交付申胴がされた際に.事件符号を見誤り.平成●●年(家)第2116号遺倉
書検浬甑件の鯛書勝本を送付した。

関係職員Aは,申鯖谷に紀賊された事件符号が(家イ)であるにもかかわらず,同符
号が(家)の事件の鯛番勝本を箪備し,間係職員Bは.送付する際に,事件符号の
誤りを霜過して発送した。

112 H27.10.14 地 送遠 鯨状等 郵便料 ￥1.082

控脈事件において,被控脈人に宛てて控翫状副本等を送運する際に,原審で送運
塙所の届出がされていたのにもかかわらず,控脈状肥戦の被控脈人の住所に宛て
て発送した結果. 「不在闘腫期間経過満了｣との理由により不送連となった。

関係職員は,原審での送逮場所届出の効力が控訴審でも維持されることを知らす
に.控脈状記載の住所に宛てて発送した。

113 H27.10.16 高 その他 その他 郵便料 ¥500

控脈事件において,控脈人ら代理人が予納した郵便切手のうち500円分の所在が
不明となった。

本件郵便切手500円分を紛失したのか.郵便物に使用したのか.詳絢は不明であ
るが.関係職員の予納郵券の管理が杜撰であった。

114 H27.10.19 地 送遠 脈状等 郵便料 ￥1.240

通常翫詮率件において.被告に宛てて翫状副本等を送運する隙に,祇雷の便所か

｢北迩酉｣であるのにもかかわらず, 「北塾飽｣と記戦し，発送した結果, 「あて所に尋
ねあたりません｣との理由により不送遮となった。

I員11派騨以U＆』

…篭
民票の袈示である『北葛西｣に合わせようと. 「葛｣の
ころ, 「葛｣は, 「葛飾｣の｢葛｣との思い込みがあり’ 「葛

西｣を『葛飾｣と灯正してしまい,結果として 北葛飾｣となっているこ
とを沼過した。

115

116

H27.10.20

H27.10.20

地

地

送運

送遮

その他

判決等

郵便料

郵便料

￥1,082

￥2.260

動産引渡断行仮処分申立事件において,便務者に対する口頭弁臓又は審蝉の期
日の呼出しが行われないまま.憤椴者の申立が却下されたのにもかかわらず,債務
者に宛てて保全命令申立却下決定正本を送運した。

通常脈舩率件において,当事者双方に宛てて第2回口頭弁蹄鯛薔(判決)正本を送
運する畷に.膜って.別率件の当事者双方に宛てて発送した。

関係職員は.動産引渡仮処分命令申立事件においては. ､通常.債務者に対する審
尋期日の呼出手続が行われ,申立てが却下された場合でも.却下決定正本を当事
者双方に送遮する事案が多かったことから,本件についても当率者双方に送運する
同様の処理と思い込み.膜って.債務者に送還した。

噌繍 齢
I■■■■■■■■■■■■■■■D.発送する際にも,第
決)正本と宛名用紙等との確湧が不十分であった。

2回口頭弁鰭鯛書(判

117 H27.10.21 何 送遮 判決簿 郵便料 ￥1.130

通常飯舩事件において.当事者双方に宛てて第2回口頭弁喧醐吾(判決)正本を迭
運する際に,3頁目の欠落した第2回口頭弁瞳鯛害(判決)正本を作成して発送し
た｡その後,被告に宛てて発送した郵便物は不在による留置期間経過との理由によ
り不送運となった。

関係職員は.コピー機を利用して第2回口頭弁臆鯛誓(判決)正本を作成する暗に，
3頁目が2頁目と同時にコピー槻に引き込まれたことに気づかず,コピー後の砿浬も
不十分であったため.正しくコピーされていなかったことを肴過した。

被告宛の郵
便物の不送
違は過失に
起因するもの
ではない．

118 H27.10.26 簡 送逗 鯨状導 郵便料 ￥1.130

通常脈舩事件において,被告に宛てて翫状副本等を送浬する隙に,隈って.別畢仔
の被告に宛てて発送した。

関係職員は,当初から別事件(原告同一,事件雷号1番週い)について不送運に
なったものと思い込んだまま,特に砿腿することなく別事件の配録に本件の不送運
返還封筒を絹綴し,訴状副本等を再送遮する際にも,送遮先等に誤りがないかどう
かの確麗を十分にしなかった。

119 H27.10.28 地 送遮 判決等 郵便料 ¥2.277

通常翫舩事件において,当事者双方に宛てて鯛晋判決正本を送迎すも隙に. I鼠不
と異なる胸智判決正本(主文第1項中の求償金残金が,｢ｺﾕ且万2243円｣であるに
もかかわらず, 「エZZ万2243円｣とそれぞれ配載されたもの)を作成して送遮した。

関係職員は.第2回口頭弁瞼鯛悪(判決)正本を作成する際に.主文の醗配に気つ
き修正したものの,データを上書き保存せず,正本を作成する際にも,データから正
本用に文書を印刷したが,修正した主文については．原本との照合を十分にしな
かつたため,主文の誤配が修正されていないことを肴過した。

120 H27.10.29 家 送還 判決等 郵便料 ￥1.072

砲翫嗣歴琶鑿人廼辻や汗1－ゐし、L、莎刊世施やごTF厩9句”1－， 7日羅嗣壁画毒へ

の氏名のうち1文字が外字のために印字されなかったにもかかわらず.これを霜過
して.同脇本を相続財産管理人に宛てて送運した。

守 口 も

関係職員は.謄本を作成する際に.氏名の空白部分への配入を失念し､発送する
際にも,気がつかなかった。
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国費負担等一覧表(H27.1～H27.12)
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蹄考関係職員の過失耶案の擬要耶燕の内容 班目 金額受付 庁ID

て脈状副本等を送遮ずろ源i三~原告宛ての宛 関係職員は
鯉するためI名用紙を使用して発送した結果.『郵便物の宛名と郵便送逮報告番の宛名の相違」

との雲由により不送達となった。 作成する際に,当骸宛名用紙を利用しようとして.誤って原告宛ての宛名用紙を使
用し,発送する際にも,宛名用紙と送達報告誓等との確塊をしなかったため.宛先
が原告となっていることを霧過した。

関係職員は.抗告肝可申立通知書を送付する際に.原審鯛停事件が旧法適用事件
であるにもがかわらず;新法適用事件と誤解し,原審辮件が旧法適用事件かどうか
の確麗を行わなかった。

脈状騨 郵便料間 送遅 ￥1.130H27.10‘30121

決定に対する抗告許可申立事件において.相手
方に宛てて抗告許可申立通知啓及び抗告許可申立密副本を送進すべきであるの
にもかかわらず.抗告8午可申立通知番を第一種郵便で発送した。脈状等 郵便料高 蹉擁 ¥410H27.10.30122

麦菰濡硬覗啄Jご漏CTで了郡1堵双方に宛てて仮執行通言付支払僻促正本を送遮
簿する際に,正本潔砿がない仮執行宜言付支払綴促写し(仮執行宣言の文言の磁
後に記峨されている『平成27年●月●日●●簡易裁判所裁判所笹脆官●●●
●｣の記名の後に職印を押印したもの)を送達等した。

通鱗訴訟率件において『咽亘被告に宛てて和解に代わる決定正本を発送満みで
あったにもかかわらず.盤って,再度被告に宛てて発送した価

関係耀圃I薦仮執行宣言付支払溌促正本を作成する暗に,誤って仮執行宣言の文
言の直後の書肥官名に職印を押印して作成し,発送する際にも,仮執行宣言付支
払僻促正本の確潔をしたものの.正本認証がないことを咽過した。支払督促 郵便料胴 送運 単1.174123 H27‘10.30

担当誓肥官が和解に代わる決定正本を送運しようとしたところ.残郵券が双方送付
分には不足していたため,被告に宛てて同正本を特別送迎した上,原告に対して郵
券の追納を指示した。
郵券が追納された日
原告から郵券を受領

少

送運 判決霧 郵便料胴 yl‘072124 H27411畠5

黙諜蕊讃歎赫鮭駕調溝霧璽溌蕊豐鱈
待って‘確麓彼に発送すべきであったにもかかわらず.これを志り,被告に宛てて同
一の郵便物を発送した。

－
０害を送付する際 関係職興は

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■､発送する際にも,期日通知霧の写し
をとり‘州日描定の決裁柵と照合して記餓内容をチェックしたものの,記賊の誤りに
気付かなかった。

関係職員は,審判が確定した際に.速やかに官報公告をすべきであるにもかかわら
ず.それを失念し､蕊件処理が終了したものと誤って予納郵券を返還した。

に,第1回加停期日の年月日に指定された期日を龍戟すべきところ‘作成日を肥戦
し,発送した。郵便料涼 通知 通知霧静 ￥82125 H27､11,5

識繍繍専溺製翼悪蕊籠薯撫灘奨溌XIgg
還した｡そめ後､公告を行う際に,官報公告喪用は予納されたままとなっているもの
の.消讃税瑚税分の不足が生じた。

公告徴用公告 公告家 ¥44126 H27‘11．9

126と同じ

巽鍵懸議噸繼嫌溌懸騨熱蕊溌鰯
速やかに官報公告をすべきであるにもか隠裟駁消審判車立率件において.失諒宣誉を取り消すとの審判がなされ.同

誘判が確定した際に,官報公告手続を失念したまま.予納郵券を鵠って申立人に返

識癌職繍蕊蕊衛風公篝費隔は予熱された蒙謨=つ雪いるもの

かわ

郵便料公告家 公告 ¥84127 H27.119

承を送退する隙に,事務所移

転の書面が提出されていたにもかかわらず,脈状肥戦の住所に宛てて発送した結’

零磯難爵灘甫凄9撫苫織蕊為に宛てて判羨正本を送
達した。

郵便料送遥 判決等識 ￥1.164128 卜127.11.9

「

一
一一一一一一一一一一一

決定正本識冒手労代理人弁護士へ送達する際
に率務所に宛てて発送した結果‘「あて所たずね

関係職貝は.I

し,委任状との照合を行わず‘誤った住所宛てに発送した．蕊灘螺錘瀞霧蕊騒蝋
刑
に

あ判決評 郵硬料送遠 ￥1‘082地H27‘11‘9129

■ 且

I原~琴睡彊遙用として相手方に送付した郵便切手92円分が返戻された申立人から予舗された残郵券を返選する際に

礫瀦鋪鰯謝燕頂蓄蕊鶏霞騨駕題響濤蕊
蕊懲鴎識雛蕊獣認と鰯慰澱胴蟻とともに爆雷し:逼週

爾産牙写調停申立事件において.申
郵便切手92円分の握週を失念した。

その他 郵便調その他 ￥82家H27‘'11. 12130
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国費負担等一覧表(H27.1～H27.12)
－
１ ｜

事務の内容,｡
’

備考関係戦風の過失噸案の概要擬目 金瓢受付 庁

■

に宛てて期日呼出状等を送達する際に.被告の住I間係職員は.0 ■■■■■■■■■■■■■■
D発送する際にも‘宛名用紙と所が『･○厘聴講小豊｣であるのにもかかわらず．『。､厘誘小着』と記鱸し‘鑓途し| た。た結果.｢宛所に尋ねあたらない｣との理由により不送運となった。家 送達 通知書零 郵便料 ￥1.195H27、11.12131

B発
が旧住所であることを

間係職貝は,新住所が判明
送する際にも,q■■■■■
瀞過した、

ﾘ審勝本等を送達する際に,申立
かわらず.旧住所に宛てて発送し
ﾘ審勝本等を送達する際に,申立
かわらず.旧住所に宛てて発送し

鶴愈蝋蒋鰯雛蹴甥錨裟探幽蕊蟹鶴愈蝋蒋鰯雛蹴甥錨裟探幽蕊蟹郵便料家 判決静送運 ￥1-130132 1．12．7‘11.12

似I係職倒は,郵匝遥運阜禮書を記戦する際に.丁寧に記吸をしなかった。箸(●U刑務所収容中)である原告に宛てて期日呼

出状簿を送達する際に,郵便送達報告答の唾顛の名称』柵に記戯した原告の氏
｢潟摺Jの｢禍』の『木へんj部分を第三者をして｢のぎへん』と記戦したものとしか鱗め
ない形で記戦した結果.●●刑務所から『践当者なしとして特別送遮郵便を返送す
る｣との遮絡がなされ.郵便物が返戻され不送進となった。る｣との迎錨がなされ

送達 脈扱零 郵便料肺 ￥1.082H27.1118133

側係聴員の

過失が明らか
とまでは種え
ない画

覆頁W語軍五章碑石頁丁冒軍五で而三語雨でr百月2-I日に本人に宛てて成年後見
通知笹を送付する際に,5月26日付けで作成された本人の状況照会番に,本人の
居所(施鯛について.｢転院･移褒の予定:ある移転先:まだ決まっていない｣と記
戦されていたにもかかわらず,申立誓肥賊の居所に宛てて発送した結果‘病院から
本人が退院済みであるとの遮絡があり,郵便物が『あて所尋ね当たらず｣との理由
により返送された。 ．

間係職嵐は.宛名用紙を作成する隙にも本人の状況照会審中の転院･移転の予定
の記賊を霧過して転院等を確騨せず・発送する隙にも,破擢が不十分であったため
これを暦過した。

郵便料窯 通知 通知書需134 H27.11‘ 19 ×

所である会牡名が記戦されていない就業場所が同Eである被告2名に宛ててそれぞぞれ就業増

鍵鵜難総蕊騒議議蕊蕊騨
し,発送した結果,『宛名不完全｣との理由により普通郵便が返戻された。

通辮脈松躯件鰄告3名)において‘被告Aに宛てて訴状副本等を送達する際にｩ被
告cの住所を記載し､発送した結果,「宛所尋ね当たらず』との理由により不送達と
なった。

ことに気付いたものの.会社名の龍戦は不要であると思い込み,それぞれ加筆せず
に発送した。郵便料通知 通知書簿地 ￥164H27.11.20135

脈状等 郵硬料地 送達 ￥1.195H27.11,25136

戟判体祇鰯りのめ

る正木の送逮を抑
効としているため。
国風側胆する11冊
I土生じない吟

確浬すべきであると人事誘舩砺件において,判決正本を作戒ずる際に‘正本認証部分の菩記官の所賦
庁について,前任庁の庁名を記城して.当莱者双方に発送した。 ころこれを怠り.前任庁の表示がされていることを看過した。

郵便料家 送達 判決蠕H27-11.26 ×137

1》，

YUP 1)

財！ ●も

5際に‘丙蓉が正確かどうか確腿すべきで 縦判体が誠りのあ

る正本の送逮を初
効としているため，
四侭負担才る腕、
I土生雌ない偽

§蕊梁悪評蒋濡窯漁聴篭無職蓋
郵便料送迩 判決等寮H27-1126 ×138

関係職員は,申立書記戦の申立人住所宛に鯛停期日通知を送付したところ,あて
所尋ねあたらずとの理由で郵便が返送された際に,申立人から‘申立瞥記戦の住
所(＊霜地と同一)力《膜りであることと’正確な住所について侭鯖聴取し‘申立書の
住所柵に鉛筆書きで正硫な住所を記入したものの,一
一送する際にも,当肱住所の砿迩を十分行わなかった。

郵便料判決零顎 送逗 ￥1‘082H27.11‘30139

関係鞭員の保管に不十いつ‘どのように記録を紛失したのかは明らかではないが，
分な点があった。

郵便料その他家 その他 革580卜127,123140
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国費負担等一覧表(H271～H27.12)
P一全一 ＝＝ー

’
1

礁考関傑職員の過失甑案の療要率務の内容 金額愛目受付 庁ID

申立塾-t 申立人(兼成年後見人)の住所が凝って記減されていたが,添付されて
涯上Lj塵寸獅の鯉箙"白す購点から判明しており.立件担当者により

彼見側始事件において‘成年後見人に宛てて審判醤騰本を送遅する際に,成年後
見人の住所が｢●●92量番地2｣であるのにもかかわらず,「●●92旦番地2｣と記
倣し.発送した結果‘「あて所たずねあたらず｣との理由により不送運となった耐

関係職働は.申立人が成年彼見人に選任され

郵便料判決蒜家 送運 革M30141 H27.1210

W係職興ら(担雪謡靭育諏ﾇ種畜霄寵官うぼ了靭喪雷渡手続に璃疵がある以上,迩
式な測審判決を作成することはできないにも関わらず,これを作成して送迩した。

判決正本送
遮溌用，ロ剛
弁論期日呼
出状送遅鈍
用

通溌脈誰事件(2件)において‘裁判官而利決雷渡し行為がなかったという手続上の
畷疵があったにもかかわらず‘かかる手続きが適式に行われたことを記靴した鯛瞥
判決を作成し‘当事者双方に宛てて訓寄判決正本を送遮した。郵便料送運 判決等筋 ¥8‘576H27.1211142

破産砺件において‘ '11月5日にされた砿産手続終結決定について. 11月6日を決
定日とする破産手続謹結決定の公告を行った． 1

公告 公告鉦用公告 y4.404地143 H27.12‘17

’
143と同じ
(破産獅牛において’ 11月5日にされた破産手続終結決定について. 11月6日を決
定日とずる砿産手続終結決定の公告を行った｡）

1 磯郵便料地 公告 公告 ￥2‘12H27.1217144

■

寺

称&職､，‘
うじwY

際に.内容が正確かどうか確鰯すべきで認証部分の書紀官の
iした。
こ伝え.侭権者である

認証部分の書紀官の
iした。
こ伝え.侭権者である

あるところこれを怠り,前任庁の表示がされていることを零遇した。所属庁について前任庁の庁名を寵戦して,当事者双方に発送した。
銭判官が同正本の送達は寂効と考えている旨を双方代理人に伝え，侭権者である
被告代理人には,執行段階などで疑稜が生じたときに巡絡をしてもらうよう伝えたと
ころ,被告倫理人から､「被告代理人が執行裁判所に鋤ねたところ,本測罫正本で
は執行に疑穀がある旨‘指摘を受けた｡｣として誤りのない正本の交付を求められ
た。

所属庁について前任庁の庁名を寵戦して,当事者双方に発送した。
銭判官が同正本の送達は寂効と考えている旨を双方代理人に伝え，侭権者である
被告代理人には,執行段階などで疑稜が生じたときに巡絡をしてもらうよう伝えたと
ころ,被告倫理人から､「被告代理人が執行裁判所に鋤ねたところ,本測罫正本で
は執行に疑穀がある旨‘指摘を受けた｡｣として誤りのない正本の交付を求められ
た。

145と同じ
(人事読舩事件において.和解調魯垂本を作成する際に,正本認証部分の答脆官
の所風庁について前任庁の庁名を配鮫して，当蛎者双方に発送した。

灘歎蕊礁籍雛議雛旨を双方代理人に伝え侭権箸である
識繍涛鰯瀞ころ.被告代理人から‘｢被告代理人が執

は執行に疑燕がある旨,掴閥を受けた｡」
た｡）

送逓 判決聯 郵便料家 ￥604H”､12．25145 」

５
１

２
６

１
■

一一

145と同じ
(関係職員は’和解鯛盤正本の鯉鉦をする際に,内容が正確かどうか砿露すべきで
あるところこれを怠り.前任庁の装示がされていることを覇過した｡）

閲働鮮、
Tい『？

V

手数料家 送遇 判決毎

’
Y600H27.1225M6

砺務机脇に
腱調爾事務官が受荷処理の未了のものについては午挫に受付処理しようと‘那務机脇に

あったﾜづﾝに難件秘顛を瞳き,その毒ま処理を失念し,その後たまたま同じワゴン
においた私物封筒節と一緒に収納ﾛｯｶｰ内の未涜箱に入れてしまった。

物(6通)について.庶務課

から民事訟廷に配付された暗に‘受付処理をしなければならないところ‘これを失念
したため,平成27年11月11日‘収納ﾛｯｶｰ内の未済箱の中から同郵便物が発
見された。

郵便潟その他 その他面 ¥492147 H27.12.25
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