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１ どうしてこの制度は導入されたのですか。

これまでの刑事裁判は，検察官や弁護士，裁判官という法律の専門家が中心

となって行われてきました。丁寧で慎重な検討がされ，その結果詳しい判決が

出て，一面高い評価を受けてきました。しかし，その反面，専門的な正確さを

重視するあまり，審理や判決が国民の皆さんにとって理解しにくいものであっ

たり，一部の事件が審理に長期間を要し，刑事裁判は近寄りがたいという印象

を与えてきた面もあったと考えられます。

そこで，この度の司法制度改革の中で，裁判員として国民の皆さんが刑事裁

判に参加する制度の導入が検討されました。裁判員制度の導入によって，刑事

裁判が分かりやすくなり，国民の皆さんの視点，感覚が，裁判の内容に反映さ

れることになるでしょう。その結果，裁判が身近になり，国民の皆さんの司法

に対する理解と信頼が深まることが期待されています。

そして，国民の皆さんが，自分を取り巻く社会について改めて考えることに

つながり，より良い社会への第１歩とな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

タリアなど世界の国々で広く行われています。お隣の韓国でも，一足早く，平

成２０年２月から国民が刑事裁判に参加する制度が始まりました。

２ 熊本県内の裁判員裁判対象事件数は年間どれくらいですか。

平成１６年から平成２０年の熊本地方裁判所の対象事件数の平均を見ると，

（３８件）となっています。年間４０件弱

ちなみに，裁判員裁判の対象となるのは，国民の関心が高い一定の重大な犯

（ ） ， ， ， ，罪に関する第１審 地方裁判所 の刑事事件で 例えば 殺人 強盗致死傷

人の住む家に放火した場合の ， ，泥酔した現住建造物等放火 身代金目的誘拐

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の ，危険運転致死
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傷害致死 保，子供に食事を与えず，放置したために死亡してしまった場合の

などです。刑事事件の控訴審や民事事件，少年審判等は裁護責任者遺棄致死

判員制度の対象にはなりません。

３ 熊本県で裁判員等に選ばれる確率はどれくらいですか。

あくまで試算ですが，熊本県内の有権者数は約１４９万５千人ですので，１

年間に３８件（過去５年間の平均）の対象事件が係属し，補充裁判員も２人選

ぶと仮定すると，裁判員あるいは補充裁判員に選ばれる確率は，

１，４９５，０００人 ÷ ｛ ６人＋２人）×３８件｝ ４，９００（ ≒

ということになります。約４，９００人に１人

同様に，年間３８件の対象事件が係属し，１件あたり１００人の候補者が必

， ， ，要と想定して３ ８００人の候補者名簿を調製すると仮定すると 熊本県では

１年間に裁判員候補者名簿に記載される確率は，

１，４９５，０００人 ÷ ３，８００人 ３９３≒

ということになります。約３９３人に１人

ちなみに，平成２１年度の裁判員候補者名簿記載者数は，裁判員裁判が年度

途中から始まることを踏まえた上で，初めての年であるため不足が生じないよ

う考慮して３，０４０人としましたので， が裁判員候補者名簿約４９２人に１人

に記載されたことになります。

４ 小さな子供がいるのですが，裁判員に選ばれればやってみたいと思いま

す。裁判所に子供を連れて行ってもいいですか。

裁判所では，お子様をお預かりできませんし，法廷の裁判員席にお子様と一

緒に座っていただいたり，評議の席にお子様をお連れいただくこともできませ

。 ， 。ん できれば 身内の方などにお子様の面倒をお願いした上でおいで願います
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しかし，身内の方などにお子様を預けることができない方については，熊本

地方裁判所では，現在，熊本市と協議して，裁判員選任手続の間及び裁判員と

しての職務をしていただく間，保育所で一時保育サービスを利用していただく

態勢作りを進めています。

５ 視覚（聴覚）障害者です。裁判員をやってみたいのですが，なれるのでし

。ょうか

視覚（聴覚）に障害のある方であっても，裁判員としての職務遂行に著しい

支障がなければ，裁判員になることができます （裁判員法１４条３号）。

裁判員としての職務遂行に著しい支障があるかどうかは，事案の内容等に応

じて，個別に判断することになります。例えば，事実関係に争いがなく量刑の

み争われる事件もあれば，写真や図面（現場の状況，傷口の形状等）を巡る判

断が重要な争点となっている事件，証拠として録音テープが提出されており，

録音された音がどのように聞こえるかを直接聞いてみなければ判断ができない

ような事件なども予想されますので，一概には言えないのです。

６ 審理に何日もかかるような複雑困難な事件については，裁判員裁判対

象事件から除外されるのですか。

除外されません。

裁判員裁判対象事件から除外できるのは，被告人の言動等により，裁判員や

その親族に危害が加えられたり生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり，

そのために裁判員が強く畏怖して裁判員の職務を行うことができないなどの場

合（裁判員法３条１項）だけです。

裁判員裁判では， と見込まれていますが，約７割の事件は３日以内で終わる

それよりも長くかかる事件については，裁判所としては，連日的開廷の期日の
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入れ方を工夫するなどの方法により，裁判員の負担をできるだけ少なくしなが

ら審理を行っていきたいと考えています（例えば，審理日数が５日を超えるよ

うな事件では週２，３日程度ずつ，数週間に分けて審理を行うことも考えられ

ます 。。）

７ 熊本地方裁判所で裁判員選任手続が行われる場所や裁判員裁判が行

われる法廷はどこですか。

裁判員選任手続は，３階の 及び で行われま裁判員候補者待合室 質問手続室

す。裁判員裁判が行われる法廷は， と で１階の ２階の１０１号法廷 ２０１号法廷

す。

８ 裁判員選任手続期日の当日は，どのような流れでどのくらいの時間がか

かるのですか。

裁判員候補者には，裁判員選任手続期日に裁判員候補者待合室にお集まりい

ただき，受付を済ませた後，オリエンテーションを受けてから，御自分の質問

時間までお待ちいただきます。質問は，集団質問方式の場合と個別質問方式の

場合とがあり，個別質問方式の質問は，質問手続室で行います。御自分の質問

の順番が来るまでの間と，自分の質問が終わってから裁判員が選任されるまで

の間は，待合室でお待ちいただきます。最終的にくじで６人の裁判員が決まり

ましたら，裁判員に選ばれた方は，質問手続室において，裁判長の前で宣誓を

していただきます。

熊本地方裁判所では，裁判員候補者の人数にもよりますが，通常の選任手続

であれば，午前９時３０分からオリエンテーションを開始して，遅くとも午前

中一杯で終了する予定です。
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９ 裁判員選任手続期日には，何人くらいの候補者が熊本地方裁判所を訪

れることになるのですか（１００人くらいですか。）。

個々の事件ごとに裁判所が決めますので，一律に何人ということは申し上げ

。 ， ，られません ただ 裁判員候補者に与える負担や待合室の収容人員等を考慮し

通常は，対象事件１件につき５０人程度の裁判員候補者に「裁判員等選任手続

期日のお知らせ（呼出状 」を郵送することが多いのではないかと考えており）

ます。

なお，５０人程度を呼び出した場合でも，選任手続期日までに辞退申立を認

めて呼出を取り消すときもありますので，これまでの模擬裁判員選任手続での

検証結果も踏まえると，実際に選任手続期日に熊本地方裁判所においでいただ

く候補者は， になるのではないかと考えられます。３０人から４０人程度

１０ 裁判員候補者待合室で待っている間，自由にしていていいのでしょう

か。

お待ちいただいている間は，原則として自由です。飲み物を買いに待合室

前の自動販売機の所まで行ったり，喫煙コーナーに行ったりということが可

能です。待合室備付けの雑誌類や持参された書籍類をお読みになっても結構

です。

また，他の裁判員候補者の迷惑にならないことを条件として，携帯できる

音楽機器やパソコン等の持ち込みも認めておりますが，コンセントは使用で

きませんので御了承ください。

１１ 質問手続室では，どのようなことを質問されるのですか。

裁判長は，事前に提出していただいた調査票，事前質問票と，質問手続期

日当日に記載していただく質問票を参考にしながら，裁判員候補者に質問を
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します。調査票や事前質問票に記載していただいた内容だけでは辞退事由が

あると認められなかった場合は，質問手続で具体的な事情をお尋ねします。

その事情次第では，辞退が認められる場合があります。

また，被告人や被害者と一定の関係にないかなど，不公平な裁判をするお

それがないかを確認するための質問をします。

なお，質問手続には，裁判官３人と書記官のほか，検察官と弁護人が立ち

会います。手続は ですので，第三者が傍聴することはありません。安非公開

心してお答えいただくことができます。

１２ 裁判員候補者として呼出しを受けたにもかかわらず，熊本地方裁判所

に行かないと罰せられるのですか。

裁判所が裁判員の辞退を認めない限り，裁判員候補者は，裁判員等選任手

続期日に出席する義務があります。正当な理由なく欠席した場合は，１０万

円以下の過料の制裁を受けることがあります。

裁判員制度は，国民のみなさんの参加によって成り立つ制度ですので，御

協力をお願いいたします。

１３ 公共交通機関が不便なので，裁判員選任手続期日に出席する際，自

家用車で行きたいのですが，裁判所の駐車場を利用できますか。

熊本地方裁判所の駐車場には限りがありますので，公共交通機関が利用で

きるようであれば，なるべく公共交通機関を御利用ください。

やむをえず自家用車でおいでになった場合でも，裁判所の駐車場が満車の

ときは，近くの有料駐車場を御利用いただくことになります。

， ， 。ただし 有料駐車場の料金は 各自の負担となりますので御了承ください

なお，熊本地方裁判所では，裁判員等選任手続期日のお知らせ（呼出状）
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に同封する裁判所案内図に，近くの駐車場も表示する予定です。

１４ 公共交通機関が不便なので，裁判員選任手続に出席する際，自家用

車で行きたいのですが，ガソリン代は出してもらえますか。

自家用車で裁判所に来られた場合でも，ガソリン代、高速道路・有料道路

や駐車場の料金などはお支払いできません。お支払いできる旅費の種類は，

， ， 及び の４種類です。鉄道賃 船賃 路程賃 航空賃

自家用車で来られた場合，鉄道路線がある区間であれば，鉄道賃をお支払

いし，鉄道路線のない区間では， （１㎞未満の路程の端数は１㎞当たり３７円

切り捨て）で計算した路程賃をお支払いすることになります（裁判員の参加

する刑事裁判に関する規則６条 。）

なお，裁判員候補者については，旅費とは別に１日当たり８，０００円以

内の日当が支払われます。金額は，裁判員選任手続に要した時間で決まり，

半日で終了すれば４，０００円程度となります。

１５ 裁判員選任手続期日に出席するため，宿泊する必要がある場合，ホテ

ルは熊本地方裁判所で予約してくれるのですか。

ホテルは，お手数でも，御自分で予約していただくことになります。

熊本地方裁判所では宿泊施設の斡旋はできませんが，裁判員候補者からお

問い合わせがあった場合には，裁判所周辺の を用意しておりますホテル一覧

ので，参考情報として宿泊施設を御紹介します。

ちなみに，裁判員候補者あるいは裁判員にお支払いする宿泊料は，熊本市

の場合， です（裁判員の参加する刑事裁判に関する規則一泊当たり７，８００円

８条 。）

なお，裁判員候補者が裁判員又は補充裁判員に選任された場合に備えて予
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約していた宿泊を，選任されなかったため不要になりキャンセルした場合，

ホテルによってはキャンセル料が発生することがありますが，このような場

合にはキャンセル料をお支払いします。一旦キャンセル料をホテルに支払っ

ていただいた後，領収書などの証拠書類と一緒に請求書を裁判所まで提出し

て下さい。

１６ 旅費や日当はどのように支払われるのですか。

旅費や日当は， によりお支払いします。口座振込

銀行，ゆうちょ銀行，信用金庫・信用組合，農業協同組合等の口座には，

振り込むことができますが，一部のインターネット専業銀行等，振り込みが

できない金融機関もあります。

振込先は，原則として，御本人名義の預貯金口座になりますが，振込可能

な御本人名義の口座がない場合には，同居の御家族名義の口座を振込先とす

ることができます。預貯金口座への入金は，選任手続の日又は裁判の最終日

（裁判員等に選任された場合）から約１週間から１０日程度で行われる予定

です（後日，振り込んだ旨のお知らせを郵送いたします 。。）

裁判員候補者の方は 「裁判員等選任手続期日のお知らせ（呼出状 」とと， ）

もにお送りする に必要事項をご記入の上，事前提旅費などの振込先の届出

出に御協力をお願いいたします。また，支払手続に必要ですので，裁判所に

おいでになる際は， （スタンプ式のものは使用できません ）を御持参印鑑 。

ください。

１７ 裁判員として法廷での審理に立ち会うとき，マスコミに顔写真を撮影さ

れることになるのですか。また，裁判員は法廷内で顔を見せずに裁判をす

ることができますか。
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法律上，何人も，名前，住所，その他裁判員であることを特定するに足り

る情報を公にしてはならないとされていますので，裁判員の顔などが法廷で

撮影され，報道されることはありません。現在，法廷内の撮影は，開廷前に

認められることがありますが，裁判員は，この撮影を終えてから入廷してい

ただくなどの方法を検討しております。

ただし，法廷内で，裁判員が顔を見せずに裁判をすることはできません。

裁判員は，公開の法廷で行われる裁判の手続や尋問される証人の証言してい

る様子を，自分の目で見て，耳で聞いて判断していただくことになるからで

す。

１８ 裁判員になって証拠の遺体写真を見せられたりして精神的ショックを受

けた場合，裁判所でケアしてくれるのですか。

審理中や評議中に気分が悪くなられたような場合には，休憩の時間を十分

， 。に取るなどして 裁判員の方が落ち着くまでお休みいただくことになります

また，判決後に，精神面でのアフターケアが必要になった方に対しては，

電話相談及びカウンセリングをメンタルヘルス対策の専門知識を有する民間

業者に委託して実施することを検討しています。

１９ 判決に裁判員の名前は載るのですか。

裁判員の名前が判決書に載ることはありません。

裁判員裁判では，裁判員と裁判官の議論の結果に基づいて，裁判官が判決書

を作成し，判決書末尾に裁判官のみが署名・押印します。
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２０ 裁判員になったことで，事件関係者から危害を加えられることはありま

せんか。

裁判員の名前や住所などの情報は公にしてはならないことになっています

し，事件に関して裁判員に接触することも禁止されています。

また，裁判員に頼み事をしたり，裁判員やその家族を脅した者には刑罰が

科せられることになっています。

さらには，事件関係者から危害を加えられるおそれがあるような例外的な

事件については，裁判官のみで審理することになっています。

熊本地方裁判所では，安心して審理に参加していただくためにも，裁判員

の安全確保に万全の配慮をします。例えば，裁判員の個人情報については，

万が一にも事件関係者に知られることがないように厳重に管理します。

また，裁判員が法廷や評議室へ移動する際に事件関係者と接触することが

ないよう，部屋の配置等も工夫しています。

それでも不安や危険を少しでも感じるような場合には，直ちに熊本地方裁

判所刑事訟廷事務室裁判員係に相談してください。状況に応じて，裁判所か

ら関係機関に連絡をするなどして必要な措置をとります。

なお，これまで裁判官や裁判所職員が事件関係者から危害を加えられたと

いうような事件は，全国的にもほとんど起きていません。


