
 

 

                                                       平成２６年 6月 28日発行 第１9 号 

  

 

東中野図書館 個性づくりテーマ展示《第１9 回》 

 

 

 

裁判員に選ばれたら 
 

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－ 

   

  

 

 

 

 

 

☆展示期間：平成２６年 6 月 28 日（土）～8 月 28 日（木） 

                 

☆展示場所：東中野図書館３Ｆ 法務情報コーナー 

 

☆問い合わせ：東中野図書館 

       中野区東中野１－３５－５ 

       ０３（３３６６）９５８１ 

 

 

 第２回にて、裁判員は「選挙権がある人ならば誰でもなることができる」と

紹介しました。誰もが裁判員になる可能性がありますが、確率で言うと８７０

０人に１人となります。 

 何かわからないことがあれば経験した人に聞こうと思っても、この確率では

なかなか難しいでしょう。 

 裁判員の通知が来た方、まだの方もご参考になさって下さい。 

 



 

 

調査票・質問票の違い 

 調査票は担当する事件が決まっていない段階のため、法律上裁判員になることができない

事情や辞退の理由があるかを調査します。呼出状が届くまでは、辞退を認められたかどうか

分かりません。 

 質問票は担当する事件と裁判の日程が決まったため、その日程を前提とした辞退の希望や

理由を質問します。 

 

 

裁判員の通知が来たら 
 

あなたが実際の裁判員として、法廷に立つには幾つかの段取りがあります。 

前年秋頃 

地方裁判所ごとに、くじで選んで作成した名簿に基づき、

翌年の裁判員候補者名簿を作成。 

 
前年１１月頃 

調査票とともに候補者に名簿に登録されたことを通知。 

調査票：辞退事由に該当しているかの調査票 

 

事件ごとに名簿の中から、くじで候補者の選択。 

 

 原則裁判の６週間前まで、長期の場合は８週間程度前 

質問票とともに選任手続期日のお知らせ（呼出状）の通知。 

３日以内の裁判では、１事件あたり５０人程度の候補者に 

通知がくる。 

 

選任手続期日 

裁判所へ向かい、裁判長から辞退希望の有無・理由などの 

質問を受ける。 

この手続きはプライバシー保護のため、非公開。 

 
６人の裁判員を選任 

必要な場合は補充裁判員も選任する。 

裁判員候補者名簿は、１年ごとに

くじで決まります。 

前年の名簿に載っていても、関係

はなく、くじで選ばれる可能性が

あります。 

裁判員選任を装った悪質行為 

 郵便物・電話・メールによる悪質行為が問題となっています。 

「あなたは裁判員に選ばれた」と言って、住所、氏名、家族構成などの個人情報を聞き出そう

とする、または「アンケートの協力をお願いします」というような事例がありますが、このよ

うなことは一切関係ありません。 

 どんな封筒や通知かサイトで紹介しているので、確認してみましょう。 

 

 
「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」及びその同封物等について（平成２５年１１月送付分） 

               http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/envelope/ 

 

質問票の回答で辞退が認められ

る場合は、呼出し取消しの通知が

きます。 

 

【実際の通知】 

 

 

http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/envelope/


 

 

裁判員制度Ｑ＆Ａ 

 

 

参考文献・サイト 

「よくわかる！裁判員制度 Q&A」 最高裁判所 最高裁判所 200６年 

「女性のための裁判員ファーストレッスン」長谷川 露美子/著 幻冬舎ルネッサンス 2009年 

最高裁判所：裁判員制度 http://www.saibanin.courts.go.jp/ 

   Ｑ．介護や育児など、長時間家を空けるのは不安。辞退はできる？ 

   A．参加するにあたって、個々の負担や損害が大きいと裁判所が認めた場合は、辞退が 

     できます。皆さんの事情を具体的に伝えてみましょう。 

 

Ｑ．もし保育サービスがあれば、参加をしてみたい。どこに聞けば良い？ 

Ａ．中野区では、子ども教育部子ども家庭支援センター子育てサービス担当（03-3228-5612）  

  までお問い合わせください。 

 

 

 

Ｑ．呼出状をもらったみんなが辞退を希望したら、裁判はどうなるの？ 

  辞退は早い者勝ちにならない？ 

Ａ．それぞれの事情から判断します。早い者勝ちにはなりません。 

【水戸地裁 放火事件】 

 2014 年 1 月 14 日の初公判予定だったが、裁判員・補充裁判員各 1 名が辞退。 

 さらに、翌日の審議ではインフルエンザのため 1 名辞退となり、裁判員の 6 人体制が整わ

ず期日の再指定となりました。 

 その結果、残る 5 名も日程の都合がつかず、全員辞退となったのです。 

 

 

 
Ｑ．電車だと時間がかかるので、バスやタクシーを使用したい。 

  その場合の交通費はどうなる？  

Ａ．バスやタクシーの場合は、距離㎞×３７円で計算した金額が支払われます。また、鉄道路線  

  のある区画なら、区画に応じた鉄道運賃とそれ以外の距離㎞×３７円が支払われます。この 

  ため、使用した金額全てが返還されるとは限りません。 

 

       Ｑ．日当が出ると聞きましたが、それは裁判の内容で決まりますか？ 

       A．裁判の内容にかかわらず、拘束された時間に応じて、裁判員・補充裁判員は１日 

     １万円以内、裁判員候補者は１日８０００円以内と上限が定められています。 

 

        Ｑ．服装は何でもいいの？スーツとか苦手なんだけども。 

A．特に規定は無く、普通の服装で大丈夫です。ただ自分だけ浮いた服装だと気になることも  

   あるでしょう。ベーシックな白や紺などのブラウスやシャツが無難かもしれません。 

   

 

 

http://www.saibanin.courts.go.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オススメ展示図書 

裁判のしくみ絵事典 ３２７ サ 

            村 和男／監修 PHP 研究所 ２０１２年  

 

 裁判の基本の“キ“が１時間で、読める本です！ 

 Q．裁判って何？ 

 Q．日本国憲法と三権分立って？ 

 Q．民事裁判と刑事裁判の違いは？ 

 Q．裁判官、検察官、弁護士って何をする人？ 

 上記の質問の答えが全てふりがな付き、イラスト満載でわかりやすく説明されております。 

 裁判員制度について、学ぶ前に是非読んでみてはいかがでしょうか？ 

  よくわかる！裁判員制度 Q&A ３27.6 ヨ         

   最高裁判所 最高裁判所 ２００６年 

 

 「裁判制度」に３０の質問をイラストでわかりやすく解説！ 

 目次・インデックスで、関連内容が探しやすい！ 

 発行は２００６年と古いですが、基本を押さえた本になりますので、一読下さい。 

 

 なお、裁判員制度についてより詳しくお知りになりたい方は、 

 ６「関連機関を活用する」をご参考下さい。 

  刑事裁判のいのち ３２７．６ キ            

   木谷 明／著 法律文化社 ２０１3 年 

 

 著者は４６年連れ添った妻を看取って以来、命の大切さについて真剣に考えるようになった

７６歳現役弁護士。 

 人生で１番大切なものは？ 

 刑事裁判で１番大切なものはなんですか？ 

 その答えが、ここにある！ 

 最高裁調査官、大学院教授を歴任した著者が、叫ぶ心痛の書。 



 

 

 

 

 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

教誨師 堀川 惠子/著 講談社 2014年 188.7 ワ 

憲法と市民社会 横坂 健治/著 北樹出版 2014年 321 ヨ 

裁判員のための刑事法入門 前田 雅英/著 東京大学出版会 2009年 326 マ 

裁判員裁判の量刑 
日本弁護士連合会 

裁判員本部/編 
現代人文社 2012年 326.4 サ 

わかりやすい 刑罰のはなし 永田 憲史/著 関西大学出版部 2012年 326.4 ナ 

死刑と向きあう裁判員のために 福井 厚/編著 現代人文社 2011年 326.4 フ 

刑事裁判のいのち 木谷 明/著 法律文化社 2013年 327.6 キ 

裁判員裁判と死刑判決 小早川 義則/著 成文堂 2011年 327.6 コ 

裁判員のあたまの中 田口 真義/編著 現代人文社 2013年 327.6 タ 

取調べの可視化へ！ 指宿 信/編 日本評論社 2011年 327.6 ト 

令状審査・事実認定・量刑 虎井 寧夫/著 日本評論社 2013年 327.6 ト 

教養としての冤罪論 森 炎/著 岩波書店 2014年 327.6 モ 

知りたいトコだけ！ 

つかみ取り「裁判員」の超ツボ！ 
吉田 繁實/著 青春出版社 2008年 327.6 ヨ 

少年事件の裁判員裁判 武内 謙治/編著 現代人文社 2014年 327.8 タ 

  

  

 

【展示図書リスト】 

 『 冤罪を生まないための裁判員裁判 』 ３27.6 コ   

小嶌 信勝・安達 敏男／著 日本加除出版 20１２年 

 

 裁判を扱ったドラマや小説、模擬裁判員裁判も実施され、裁判のイメージはより掴みやす

くなっています。雰囲気を掴んだその次は、実際の刑事裁判の捜査方法や重要とされる証拠

をどう見ていくか、知ってみませんか。 

 本書は 2 部構成となっており、特に第 2 部では裁判員として提出される証拠の種類や見

方を、コンパクトに問答形式で解説しています。 

  

  

☆このリストのほかにも多数取り揃えております☆ 

 



 

 

裁判員制度について調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

 裁判員制度 ／ 裁判員法 ／  司法制度 ／  刑事訴訟法 ／ 刑事裁判 ／ 

 裁判員 ／ 裁判官 ／ 検察官 ／ 弁護士 ／ 裁判 ／ 量刑 ／ 死刑 

 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

 

『 中野区立図書館ホームページアドレス 』 

                      http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

              ・・・中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で 

                 調べてみましょう。 

 

 『 中野区立図書館ホームページアドレス（携帯） 』 

                     http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/ 

              ・・・中野区立図書館のホームページの携帯版。 

 

『 東京都立図書館統合検索 』 

                      http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

              ・・・東京都内の公立図書館の蔵書について一括して検索できます。 

 

３．雑誌・新聞で調べる 

東中野図書館では、雑誌・新聞は 2 階にございます。 

 

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

☆日経新聞縮刷版は過去 10 年分ございます。 

 

 雑誌 『 ジュリスト 』 有斐閣 

    『 法学セミナー 』 日本評論社  

 

 『 新潮４５ 』２０１３年８月号 ドラッグ密輸を野放しにする「裁判員制度」 

 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/


 

 

４．基本的な情報を調べる 

●テーマの棚を調べてみましょう。 

分野 分類記号 分野 分類記号 分野 分類記号 

刑法・刑事法 326 刑罰 326.４ 刑事訴訟法 327.6 

 

５．用語や事例について調べる 

言葉の意味などを調べてみましょう。 

 

『 現代用語の基礎知識 ２０１４ 』 ０３１ ゲ １４ 自由国民社 ２０１４年 

 

 『 有斐閣判例六法 Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ 』（1・2） ３２０．９ ユ １４  

         井上 正仁 ／ 編集代表 有斐閣 ２０１３年 

 

★インターネットで探す 

 『 裁判例検索 － 最高裁判所 － 』   

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01 

・・・最高裁が提供する裁判例検索システム。裁判所名・事件番号・裁判年月日等で検索可能。 

 

６．関連機関を活用する 

関連機関で裁判員制度に係わるさまざまな事を調べてみましょう。 

 

『 検察庁 』 http://www.kensatsu.go.jp/ 

・・・東京地方検察庁 http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/index.html 

  裁判員裁判の概況【データ】 

   http://www.kensatsu.go.jp/saiban_in/shiryousyuu.htm 

 

 『 裁判所 』 http://www.courts.go.jp/ 

  ・・・裁判員制度の実地状況について【データ】 

   http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html 

     裁判員経験者の意見交換会議事録【データ】 

   http://www.saibanin.courts.go.jp/ikenkoukan/index.html 

     

『 法務省 』 http://www.moj.go.jp/index.html 

  ・・・〒100-8977 東京都千代田区霞が関１-１-１ Tel：03-3580-4111 

   

 『 裁判員ネット 』 http://www.saibanin.net/ 

  ・・・市民の視点から裁判員制度を考えるネットワークです。 

 

中野区立東中野図書館 

2014年 6月 28日発行 

  

 

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01
http://www.kensatsu.go.jp/
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/index.html
http://www.kensatsu.go.jp/saiban_in/shiryousyuu.htm
http://www.courts.go.jp/
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html
http://www.saibanin.courts.go.jp/ikenkoukan/index.html
http://www.moj.go.jp/index.html
http://www.saibanin.net/


 

 

７・８月の行事 

７月 「たなばた」おはなし会 

 日時：２０１４年７月２日 水曜日 １５：３０～１６：３０ 

 場所：東中野図書館２階 絵本コーナー 

 対象：小学校低学年位まで 

   

８月 「戦争と平和」おはなし会 

 日時：２０１４年８月１３日 水曜日 １５：３０～１６：３０ 

 場所：東中野図書館２階 絵本コーナー 

 対象：小学校低学年位まで 

 

 申込みは不要です。直接会場までお越しください。 

   

 

 

東中野図書館からのお知らせ 

 熱中症対策、忘れずに 

２０１３年の夏は大雨かと思えば、猛暑で体調が追い付かない方も多かったのでは。 

今年の夏の気温は、関東は平年並みか高くなると気象庁より予想されています。 

暑さ対策とともに、熱中症対策もしていきましょう。 

熱中症は日の当たる道路や街中だけでなく、屋内でもなります。 

水分補給をこまめに行って、夏を乗り切っていきましょう！ 

 

参考サイト 

気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

http://www.jma.go.jp/jma/index.html

