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青年協は、11月15日～16日に第２回常任委員会と引き続く最高裁交渉を実施しました。交渉には、青年協

役員とオブザーバーの合計6人が出席し、青年の厳しい生活実態や職場の実情、総研生アンケートで把握し
た総研生の実態等を訴え、当局を追及しました。

15日の常任委員会では、第30回定期
総会で確立した運動方針に基づき、通年
的なとりくみ（組織強化・拡大、学習活動
など）や各闘争期でのとりくみ（春闘期：
青年の暮らしむきアンケート、諸要求期：
異動要求調査・一人一言要求など）を討
議して具体化を図りました。今年度の「青
年の暮らしむきアンケート」については、
ウェブアンケートを活用して、通勤時間や
隙間時間でも、気軽に取り組んでもらえ
るよう工夫して取り組みます！今年度の総研生アンケートでは、

新型コロナウイルス感染症の影響で
在宅学習や研修体制の見直しによ
り、例年どおりの研修を受けられて
いないことに対する不安や不満など、
多くの総研生から様々な声が寄せら
れました。その中でも、在宅学習の
フォローアップが明らかに不十分で
あり、任官に不安を抱いているとの
意見や総研からの連絡や対応が遅
いことに対する不満、集合研修の中
止や参集などで入退寮するためのさ
まざまな手続費用や荷物の配送料
など、自腹を強いられて各種費用に
大きな負担を感じている声も多く上
がり、総研生に過度な負担が生じて
いる実態が明らかとなりました。

11月18日に行った本部の総務課長

交渉において、調査官養成課程で使
用している、ロールシャッハ・テスト教
材が貸与されることが明らかになりま
した！青年協が総研生の声を伝えた
ことで改善することができました！
最高裁回答→「養成課程生の要望
等も踏まえ、今般、家庭裁判所調査
官養成課程のうちの希望者に対し、
ロールシャッハ・テスト教材を貸与す
ることが可能となるようにした。」

16日の交渉においては、賃金、諸

手当、育児休業等の代替要員の確
保、異動、人事評価制度、総研生の
負担軽減・環境改善、人員の確保、
ただ働き残業の根絶、コロナ対策な
ど、青年層にとって重点となる課題
について当局を追及するとともに、
各地の青年協役員及びオブザー
バーから青年の生活実態や職場の
実情、総研生アンケートで集約した
総研生の意見を直接訴え、その改
善を求めました。（詳細は「Network 
No.179」をご確認ください）

青年協 最高裁交渉の様子

年
(CE)

2016
(68)

2017
(69)

2018
(70)

2019
(71)※

2020
(72)※

一
部

受験者(人) 961 965 890 803 755
合格者(人) 167 190 200 200 200
合格率(％) 17.4 19.7 22.5 24.9 26.5

二
部

受験者(人) 562 562 597 600 628
合格者(人) 61 59 68 70 80
合格率(％) 10.9 10.5 11.4 11.7 12.7

【ＣE試験有効受験者総数等の推移】
※合格者は、暫定数（実施要領記載の入所予定人員）

青年の暮らしむきアンケート
ウェブアンケートを活用

本人の事情に配慮した異動、
ただ働き残業根絶等を追及

ロールシャッハ・テスト教材の
貸与が明らかに！

総研生アンケート 在宅学習の
フォロー明らかに不十分

第２回常任委員会の様子
（オンライン併用）

CE試験の有効受験者総数開示
一部755人↓ 二部628人↑



皆さま初めまして！東北地区担当常任となりました森尾翔平です。組合歴が短く、
わからないことばかりですが、青年の皆さんが楽しく働ける職場にできるよう全力で
頑張ります。
趣味は音楽鑑賞で、全国各地のロックフェスによく出没しています。今年はコロナの
影響であまり行けていないので、配信ライブなどで楽しんでいます。
組合の活動等でお邪魔した際には仲良くしていただければと思います。1年間よろしく
お願いします！
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はじめまして！愛知出身、事務官5年目、現在総研生です。初対面の方が多い
ので今回特別にプライバシーを公開します。
好きな食べ物は、家系らーめんです。麺：硬め、濃さ：普通、油：多め、ほうれん
草：増しはキホンですね。
趣味はスポーツクラブで格闘技のクラスに参加することです。結婚式当日だろ
うと総研に居ようと関係ありません。これはユズレナイ。
好きな仕事は、朝、複合機に紙を補充することです。紙が減りまくっているとな
んか嬉しいです。
１年間一緒に楽しんでいきましょー♪

北海道地区常任委員の長谷川と申します。採用年から組合に携わり早４年目と
なりました。常任委員は初めての経験ですが、これまでの経験を生かして頑張りた
いと思います。
趣味は野球観戦と旅行です。各地のおいしい食べ物を食べるのが好きなので、
状況が落ち着いたら青年協の活動を通じて色々なところに行きたいな、と思ってお
ります。一年間よろしくお願いします。

東京地裁支部の佐野幸矢です。
常任役員２年目として皆さんと、これまで以上に働きやすい職場を目指してい
きたいと思います！
趣味は食べ歩きとゆるキャラ集めです。ゆるキャラと同じようにマイペースに
やっていますので、どこかでお会いした時はキャラクター感覚で話しかけてくださ
い笑
１年間よろしくお願いします。

はじめまして。 今年度、東京地区を担当させていただきます埼玉支部の佐々木と申
します。
まだまだ不勉強な点が多いですが、青年が働きやすい裁判所を皆さんと作っていけ
ればと思っております。
埼玉支部は青年組合員が少なく寂しく思っておりますので、コロナ禍が収まり他地区
の皆さまとも交流できるのを楽しみにしております。

1年間どうぞよろしくお願いいたします！

２０２０年度青年協新任役員紹介
コロナ禍でも青年らしく元気に活動していきます！

常任委員（東京）
佐野 幸矢

常任委員（東京）
佐々木 陸

常任委員（東北）
森尾 翔平

常任委員（北海道）
長谷川 絢太

常任委員（中部）
廣瀨 旅人



九州地区担当の栗田です。今回、初めて青年協の役員をさせていただくことになり
ました。私自身、組合を通じてできたつながりが沢山あると感じているので、皆さんに
も組合にいて良かったと思ってもらえるよう、精一杯活動させていただきたいと思い
ます。
最近はまっていることは、YouTubeの動画をLINEのグループ通話で画面共有しな
がら、友達と一緒に筋トレをすることです。電話口にお互いの呻き声を聞きながら筋
トレをするのは中々シュールです(笑)。よろしくお願いします。

四国地区常任兼事務局長の田中です！
事務局長になったものの、あまり役員経験がありません。経験は浅いですが、
青年層の皆さんの職場生活がより明るく、豊かなものとなるよう頑張りますので、
引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします！
趣味は音楽鑑賞とサッカー観戦、あと漫画も好きです。同じ趣味の方は是非お
話ししましょう！

昨年度に引き続き、今期も近畿地区担当の常任委員をさせていただく米田と申し
ます。
こんな情勢なので、各地域にお邪魔できる機会は少なく残念ですが、こんな情勢
だからこそ思いつくことやできることを大切に、新しい活動様式を模索して、前向き
に活動していきたいと思います。みなさんも従前どおりの活動ができず、大変な中
かと思いますが、できる限り力になりたいと考えていますので、お互いに協力して
やっていきましょう。よろしくお願いいたします。

３

この度、青年協議長に選出されました岡野健太です（愛知出身）。
青年層のみなさんが組合活動を楽しくでき、また、自分自身のためにもなるよう
にサポートしていきたいと思っています！そして、今まで以上に働きやすい職場と
なるよう、今期１年精一杯活動していきます。
また、このコロナ禍の状況ですが、オンラインでの学習会（説明会）や歓迎会など、
リアルで集まれない中でも文明の利器を使いみなさんと交流していきたいと思って
いま^^”‼※内容は丸投げでOKですので、ぜひ色々とお声かけください！

中国地区常任兼事務局次長になりました吉川です。
採用11年目ですが、2年前に本庁勤務になるまで役員経験もなく、みなさんと
一緒に勉強させてもらいながら活動していきたいと思っています。よろしくお願
いします！
ジャンル問わず漫画が好きです。おすすめがあれば教えてください！スポー
ツは苦手ですが、動物が好きなので少しだけ乗馬をやっています。

２０２０年度の常任委員メンバーです♪
わたしたちが全国の青年の皆さんの声を最高裁当局へ届
けていきます！
みんなで楽しく元気に働ける職場を目指しましょう(*’ω’*)

議長（本部）
岡野 健太

常任委員（九州）
栗田 純奈

事務局次長（中国）
吉川 美穂

事務局長（四国）
田中 佑昌

常任委員（近畿）
米田 菜美



中国地区常任を務めさせていただいた山下です。
最初は知識も経験も全く無く、不安でいっぱいでしたが、皆さんのお陰で楽しく活動させて
いただきました。
特に四国の友好祭典や九州の青年部長会議等、他地区の状況や雰囲気を知ることがで
き、貴重な経験となりました（九州も四国もご飯も最高でした！笑）
コロナの影響で最後の方はなかなか活動ができませんでしたが、またどこかでお会いす
ることもあると思いますので、その時は声をかけてもらえると嬉しいです！
１年間、ありがとうございました！

２年間，大変お世話になりました。この２年間で，東北地区をはじめ，全国の青年の皆
さんが工夫を凝らして楽しく活動している姿や試行錯誤しながら新たな仲間を増やすた
めに努力している姿を間近で拝見したり，直接お話ししたりする機会をいただけて，とて
も感銘を受けましたし，身の引き締まる思いでした。皆さんに教えていただいたことは，
今後の自分自身の活動に活かしていきたいと思っています。
最後になりましたが，全国の青年の皆さんのご活躍を祈念しています。ありがとうござ
いました。

４

こんにちは。九州地区を担当していた小田です。昨年度は、青年独自の視点での最

高裁交渉、ハワイアンな国公青年交流集会、和気あいあいとした中国地連のロウス
クール等に参加させていただき、思い出に残る1年になりました。
全国の青年と交流する中で、ホワイトな職場環境を享受している私たちにとって、組
合活動の意義は以前とは変わってきていると感じました。今の職場環境を実現した先
輩方の活動に感謝しつつも、過去にとらわれすぎず、青年の独自の活動を展開しよう
という姿が各地で見られたので、今後の活動が楽しみですし、私も一青年部員として
積極的に参加していきたいと思います。1年間ありがとうございました(^^)

青年協議長を退任しました米島です。
青年協の活動では、各地区のイベントに参加させていただき、全国の皆さんと交流する
ことができました。全国の皆さんとの交流は楽しいだけでなく、中部での活動との相違も実
感でき、非常に良い経験となりました。
また、この２年間だけでも、家裁調査官の「二重の異動」解消や、実務研究のデータ化、
総研生への六法貸与、コロナ禍での書記官養成のオンライン研修など、青年協が要求し
てきたものがいくつも実現しました。最高裁が全司法の要求に真摯に向き合ってくれること、
全司法や青年協には「最高裁を動かす力」があることを実感しました。
青年協を通じてできたつながりや経験を、楽しかっただけで終わらせず、要求実現にもつ
なげていけたらと思います。常任委員の時期も含め、４年間、本当にありがとうございまし
た。

北海道地区の青年協常任委員を約２年間務めさせていただきました。最高裁交渉
では、常任委員は北の地区から順番に発言するので、毎回北海道がトップバッターに
なるのですが、初めての交渉のときはものすごく緊張した記憶があります。
そんなこともありましたが、常任委員をやって良かったなあと思っています。常任委

員会が終わった後に東京のいろんなお店でお酒を飲んだりしたのも、良い思い出です
（米島さんの仮装姿が脳裏に焼き付いています）。
一応まだ青年なので、コロナの収束を願いつつ、今後も青年のイベントには参加し

たいなと思っています。２年間ありがとうございました。

２０１９年度青年協退任役員紹介
みなさん１年間お疲れさまでした！

議長（本部）
米島 徹

常任委員（中国）
山下 桂奈

常任委員（九州）
小田 春香

常任委員（東北）
内海 英美

常任委員（北海道）
吉田 健吾


