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１月２５日（木）例会報告 

会 報 

つ く ば 学 園 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ ＿  

 

水戸地方裁判所所長の 

一宮なほみ様が来訪され、 

 「裁判員制度について」の 

      卓話をされました。 

 

 

 

 

 

 

 

※２ページに裁判員制度の案内があります。 

招待卓話「裁判員制度について」      一宮 なほみ 様   

２００７年 年男の挨拶 

明けましておめでとう御座います。 

 今年は丁亥（ひのとい）という年に当たるといわれていますが、世の中が激動の年を更に続け、株価は上

がるが世の中は不安定であると言うのが丁亥（ひのとい）です。また、丁（ひのと）というのは、新しいも

のが出てきて古いものが一掃されるという意味もあるそうです。亥の年は過去の例から見ると株価は強含み

で動くという状況みたいです。しかし、禍福も併せ持つと言われていて１９２３年（大正１２年９月１日）

は関東大震災が起こり、その３６年後１９５９年（昭和３４年９月２６日）には伊勢湾台風が起きました。

また、その３６年後の１９９５年（平成７年１月１７日）には記憶にも新しいとおもいますが阪神淡路大震

災が発生しました。亥年とは色々な意味で変化の激しい年と言われています。 

 つくばもエクスプレスも昨年で開通一年が経ち大きく変化して来ましたが、今年は更なる変化が見込まれ

る新しい一年として沿線開発に寄与して行きたいと思います。また、「亥」は「無病息災」の象徴とも言わ

れておりますため、今年一年のつくば学園ロータリーの皆様方と地域の皆様の健康と安全・成長を祈念して

新年の挨拶に換えさせて頂きます。 

                      大和ハウス工業株式会社つくば支店 支店長 大友 浩嗣  

年頭挨拶（１／１１例会時）         大友 浩嗣 会員 
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導入の理由 

国民のみなさんが刑事裁判に参加

することにより，裁判が身近で分

かりやすいものとなり，司法に対

する国民のみなさんの信頼の向上

につながることが期待されていま

す。国民が裁判に参加する制度

は，アメリカ，イギリス，フラン

ス，ドイツ，イタリア等でも行わ

れています。 

 

 

 

 

 

裁判員の選ばれ方 

裁判員はこうして選ばれます 

 

 

 

 

1.裁判員候補者名簿を作ります。 

選挙権のある人の中から，翌年の裁判員候補者となる人を毎年抽選で選び，裁判所ごとに裁判員候補者名簿を

作ります。 

2.事件ごとにくじで，裁判員候補者が選ばれます。 

事件ごとに，1の名簿の中からさらに抽選でその事件の裁判員候補者を選びます。選ばれた方には，裁判所に

お出でいただく日時等をお知らせします。 

3.裁判所で，候補者から裁判員を選ぶための手続が行われます。 

裁判長から，被告人や被害者と関係がないかどうか，不公平な裁判をするおそれがないかどうか，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。検察官や弁護人は，その質問の結果などをもとに裁判員候補

者から除外されるべき人を指名することができます（双方4人まで理由を示さずに，指名することができま

す。）。 

4.裁判員が選ばれます。 

除外されなかった候補者から，裁判員が選ばれます。 

裁判員制度の説明 
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裁判員の仕事や役割 

裁判員に選ばれたら，次のような仕事をすることになります。 

1 公判に立ち会う 

 裁判員に選ばれたら，裁判官と一緒に，刑事事件の法廷（公判といいます。）に立ち会い，判決まで関与する

ことになります。 

 公判は，連続して開かれます。公判では，証拠書類を取り調べるほか，証人や被告人に対する質問が行われま

す。裁判員から，証人等に質問することもできます。 

2 評議，評決 

 証拠を全て調べたら，今度は，事実を認定し，被告人が有罪か無罪か，有罪だとしたらどんな刑にするべきか

を，裁判官と一緒に議論し（評議），決定する（評決）ことになります。 

 評議を尽くしても，意見の全員一致が得られなかったとき，評決は，多数決により行われます（ただし，裁判

官，裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要）。 

 有罪か無罪か，有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は，裁判官と同じ重みを持ちます。 

3 判決宣告・裁判員の任務終了 

 評決内容が決まると，法廷で裁判長が判決を宣告することになります。 

 裁判員としての役割は，判決の宣告により終了します。 

 

裁判員制度の対象となる事件 

代表的なものをあげると，次のようなものがあります。 

1. 人を殺した場合（殺人） 

2. 強盗が，人にけがをさせ，あるいは，死亡させてしまった場合(強盗致死傷） 

3. 人にけがをさせ，死亡させてしまった場合（傷害致死） 

4. 泥酔した状態で，自動車を運転して人をひき，死亡させてしまった場合（危険運転致死） 

5. 人の住む家に放火した場合（現住建造物等放火） 

6. 身の代金を取る目的で，人を誘拐した場合（身の代金目的誘拐） 

子供に食事を与えず，放置したため死亡してしまった場合（保護責任者遺棄致死） 
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お誕生日、おめでとうございます。 

 

１月の本人誕生祝い 

田上憲一会員が、 

二度目のポールハリス・フェローとなりました。 

ポールハリス・フェロー            田上 憲一 会員    

ビジター 
一宮  なほみ様  水戸地方裁判所長  

渡邉  堅司 様  水戸地方裁判所事務局総務課  

松井  純子 様  茨城県女性のつばさ連絡会 つくばつばさの会副会長  
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２月の結婚・誕生祝い 

月 誕生日 結婚記念日  

会員 配偶者 

 

 

 

２月 

細田  市郎     １２ 礒山  朝子     １３ 井田  充夫・優子   １ 

佐藤  裕光     １２ 路川  優子     １３ 藤原  譲 ・順子  １１ 

篠田  敏夫     １２ 堀越  章子     １５ 冨田  茂 ・由美子 １３ 

浦里  浩司     ２２ 小関  暎子     １７ 大野  治夫・すみ子 １４ 

小堀  恒雄     ２５ 門脇  艶子     ２５  

 中山  敬子     ２７  

ニコニコＢＯＸ 

出席率 

本日の合計 ￥４５，０００－ 

本年度累計 ￥９３１，０００－ 

飯岡  宏之 

      様 

（つくば市議会議員） この度は、突然のお願いにもかかわらず、つくば学園ロータリー

クラブ例会に参加させていただきましてありがとうございました。増山会長様、皆様方に

対しまして、深く感謝申し上げます。  

川崎  庄一  誕生祝い、ありがとうございました。 

神林  章夫  自分の誕生日を忘れかけるところでした。久しぶりのこと、ありがとうございました。  

佐藤  裕光  
本日は、卓話ありがとうございました。市民参加型の新しい制度、十分普及し、市民目線

レベルの身近な裁判所になるよう、期待します。 

下村  正  
大友さん、大和ハウスさんより３名のローターアクト新入会員を紹介いただき、ありがと

うございます。大事にします。 

塚原  英夫  結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。食卓に飾らせてもらいました。 

堀越  雄二  

大台･･･手前の誕生祝い、ありがとうございました。先日の新年会で、若女将＆うちの姉

さん方が、皆様に○○について懇切丁寧なご指導、ご鞭撻？をいただきありがとうござい

ました。亭主成り代わりまして御礼申し上げます。 

増山  栄  
一宮所長さん、本日は卓話ありがとうございました。今後は、国民の権利と受け止め、積

極的に協力して参りたいと存じます。 

路川  淳一  素敵な花をありがとうございました。 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

 ６３名   ４８名  １２名     ４名 ８０．００％ 

出席免除 

３名 



つくば学園ロータリークラブ 
〒305-0047  
茨城県つくば市千現２丁目１番６ つくば研究支援センターＡ２８ 

電話 029-858-0100          FAX  029-858-0101 
Email:gakuenrc@axel.ocn.ne.jp 

■編集後記■ 

 水戸地方裁判所所長一宮なほみ様の招待卓話で裁判員制度についての説明を聞いた。 近の殺人事件の

裁判では一般人の日常感覚や常識から大きくかけ離れた甘い判決に憤りを感じている人は多いだろう。そ

うした声を反映する意味でも裁判員制度は必要なのかもしれない。 

 映画「１２人の怒れる男」では、少年の父親殺し裁判で１１対１の有罪に向かっていた評決を、一陪審

員の丁寧な証拠切り崩しで無罪に下す物語だが、陪審員制度の良さと怖さの両面を感じさせる。 

 卓話の中で、裁判員制度は「自分本位で無く他者への思いやりの心」「主体的な思考の出来る日本人へ

の再生の契機としての機能」とお話をされ大いに意気高揚とするのだが、毎日のニュースで無責任な大人

の事件を聞くと、日本人はまだまだこの域に達していないと意気消沈してしまう。 

                                  クラブ会報委員 齊藤 修一      

２月 １日（木） 招待卓話『主な税制改正とe-Tax について』 

                  土浦税務署副所長        松原 政博  様 

 

２月１０日（土）に変更  第7分区Ｉ．M            ２月８日（木）の振替 

         会場：東雲        ＰＭ1：０0～ 

 

２月１５日（木） 移動例会 中学生と語る会 AM11：50～ＰＭ4：00 

         会場：豊里中学校     AＭ11：50～現地集合 

                  職業奉仕委員長         皆葉 真治 会員 

 

２月２２日（木）（夜の移動例会）国際親睦会 

         会場：旬彩酒房（ビックエコー2F） PM7：00～ 

                  国際奉仕委員長         井田 充夫 会員 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

例会日  木曜日 １２：３０～１３：３０ 

例会場  「オークラフロンティアつくば」 つくば市吾妻１丁目１３６４－１   
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プログラム 予告 


