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裁判員制度�
�～11月は名簿記載通知の発送時期です!～

　12年目を迎えた裁判員制度。今年も、翌年の「裁
判員候補者名簿」に載った方へ名簿記載通知を発送
する時期になりました。裁判員はどのようにして選
ばれているのかご存じですか？このコーナーでは裁
判員制度の仕組みや、実際に裁判員が選ばれるまで
の流れなどを、分かりやすくご紹介します。
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Q．�「裁判員制度」とは、どのような制度ですか？�

A．� 国民の中から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加
する制度です。国民が参加することで、裁判の
進め方やその内容に国民の視点、感覚が反映さ
れ、より裁判が身近になり、司法への信頼が高
まることが期待されて始まりました。裁判員が
担当するのは地方裁判所で開かれる刑事事件
で、殺人など国民の関心が高い一定の重大な犯
罪に関する裁判です。
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Q．�裁判員はどんな役割を�
担うことになるのですか？�

A．� 裁判員の役割は、大きく３つです。

①���裁判に立ち会って、証人や被告人の話を聞
いたり、検察官・弁護人の説明を聞いたり
すること。

②���聞いた話などをもとに、他の裁判員や裁判
官と話し合い、被告人が有罪か無罪か、有
罪の場合はどのような刑にするかを、裁判
官と一緒に決めること。

③���判決宣告に立ち会うこと。
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Q．�法律や裁判について詳しくなくても�
大丈夫ですか？

A．� 法律の知識や事前の勉強は必要ありません。必
要な法律の知識は裁判官が丁寧に分かりやすく
説明をします。また、裁判では、審理のやり取
りが分かりやすくなるよう工夫されています。
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Q．�裁判員はどのように選ばれるのですか？�

A．� 裁判員は20歳以上の有権者から以下のような
流れで選ばれます。

	 ステップ１

	 秋ごろに翌年の「裁判員候補者名簿」が作成さ
れ、名簿に載った方に「名簿記載通知」と「調
査票」が送付されます。

	 「名簿記載通知」は、来年裁判員に選ばれるか
もしれません、というお知らせです。

	 「調査票」は、無用に裁判所に足を運ばなくて
も済むように、辞退の希望の有無とその理由、
国の行政機関の幹部職員や自衛官などの法律上
裁判員になれない職業に就いているかなどを予
めお尋ねするものです。
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	 ステップ２

	 事件ごとに、名簿の中からくじで裁判員候補者
が選ばれます。選ばれた方には「選任手続期日
のお知らせ」と「質問票」が送付されます。

	 「選任手続期日のお知らせ」には、裁判日程や
その後の手続きが記載されていて、指定された
日に裁判所に行くことになります。

	 裁判員をできない事情がある方は、その事情を
質問票に記入し返送することで、この段階でも
辞退を申し出ることができます。辞退が認めら
れた場合は、裁判所に行く必要はありません。
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	 ステップ３

	 選任手続期日に裁判所に出向きます。

	 担当する事件概要の説明、辞退希望者の再確
認、裁判長からの質問があり、最終的な候補者
の中からくじで６人の裁判員が選ばれます。

Q．�裁判員に選ばれると、�
何日くらい裁判所に行くことになりますか？

A．� 多くの事件では５日前後、裁判員として公判に
立ち会ったり、評議に参加したりします。
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Q．�目が見えない、身体が不自由などの理由で、�
裁判員としての役割が果たせるだろうか？と�
不安です。

A．� 裁判所では、障害をお持ちの方が裁判員に選ば
れた場合にも安心して参加できる配慮を心がけ
ています。例えば、名簿記載通知には音声コー
ド付パンフレットを同封していますし、各地方
裁判所には、点字による対応や音声解説付き
DVDの用意もあります。

	 実際の審理の場では、ご本人の状況や要望に応
じて、具体的なサポートの方法をご相談させて
いただきます。
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　裁判員制度は様々な立場や考えの方々に参加して
頂くことが大切な趣旨のひとつです。安心して参加
していただけるよう、十分な配慮を心がけています。
裁判所のサポートを必要とされる方は、名簿記載通
知に書かれている地方裁判所まで、お知らせください。

　また、裁判員制度WEBサイトでは、制度の概要
や、よくあるご質問をQ＆Aで詳しくご紹介して
います。裁判員制度についてもっと知りたい方は、
「裁判員制度」で検索してみて下さい。
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ガスを安全、快適に使おう!

　私たちの毎日の暮らしに欠かせないガスは、使い
方を間違えると、一酸化炭素中毒や火災などの命
に関わる重大な事故を引き起こすこともあります。
ガスを安全・快適に使うために、正しい使い方や安
全対策について知っておきましょう。
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Q．�ガスを安全に使用するために、�
どんなことに注意すれば良いでしょうか？

A．� 日頃から注意してもらいたいポイントをご紹介
します。

①���「ガス機器を使うときは必ず換気をしていま
すか？」

	 ガスが燃焼するための酸素が不足すると不完全
燃焼を起こし、一酸化炭素中毒の原因になる恐
れがあります。一酸化炭素は無色無臭の気体で
毒性が強く、少量でも頭痛や吐き気、めまい
などの中毒症状がでて、最悪の場合死に至るな
ど大変危険です。小型湯沸器やガスファンヒー
ター、ガスコンロなどを使うときは、換気扇を
回す、窓を開けるなど必ず換気をしましょう。
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②���「ガス警報器や一酸化炭素（CO）警報器を�
取り付けていますか？」

	 ガス警報器や一酸化炭素（CO）警報器は、万が
一のガス漏れや、不完全燃焼による一酸化炭素
が発生した場合に、ランプ、アラーム音や音声
でお知らせします。一体型の複合型警報器であ
れば、火災も含めた「３つのあんしん」を24
時間守るのでより安全です。

③���「古いガス機器を安全型のガス機器に交換�
されていますか？」

	 ガス機器は古くなると部品が劣化し火災や事故
のおそれがあります。また、調理油の過熱を防
止する装置や、煮こぼれや点火ミスなどで火が
消えたときにガスをストップする立ち消え安全
装置、一酸化炭素中毒の発生を防ぐ不完全燃焼
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防止装置などがついている安全型の機器は、事
故を防ぐ上で有効です。古いガス機器は安全装
置の付いた「安全型ガス機器」に早めに交換し
ましょう。

④���「ガス機器のお掃除・お手入れをしています
か？」

	 コンロのバーナー部分や、ガスファンヒーター
のフィルターなどは定期的に掃除をしましょ
う。コンロのバーナー部分は煮こぼれしたもの
が詰まると正常な燃焼を妨げ、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。
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⑤���「形状にあった適切な接続具を使っています
か？」

	 「ガス機器」、「ガス栓」は、種類によって接続
する口の形状やサイズが異なります。正しく接
続しないとガス漏れや火災の原因となりますの
で、取扱い説明書をよく読み、適切な方法で接
続してください。

⑥���「使用していないガス栓の取り扱いに注意�
していますか？」

	 接続されていないガス栓は、必ずガス栓を閉め、
使っていないガス栓のつまみにはガス栓カバー
を、出口にはガス栓キャップをかぶせるなどし
て、誤って開放してしまわないよう注意してく
ださい。
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Q．�大きな地震が起きたときは、�
どのように対処したらよいですか？

A．� 地震の際は、火を消すことよりも身の安全を確
保することが最優先です。一般のご家庭の場合
は、ガス機器を使用中に震度５相当以上の地震
が起きると、メーターが揺れを感知してガスを
自動でストップします。揺れが収まり、周囲の
安全が確認できたら、火を確認し、火が点いて
いるときは消してください。地震発生後にガス
臭いと感じたときは、着火源となる換気扇や電
気のスイッチには絶対に触らないでください。
ガスの使用をやめ、窓を開けて換気をし、ガス
栓、メーターガス栓を閉めて、ガス事業者に連
絡してください。
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Q．�ガスの復帰操作は�
どうしたら良いのでしょうか？�

A．� 都市ガス、LPガスのどちらの場合も、ガスの
臭いがしていないか、警報器が鳴っていないか、
ガス機器本体に変形・破損がないか、煙突など、
屋内外の給排気設備に異常がないか等を確認し
てください。異常がなければ、ガスの使用を再
開してもかまいません。ガスメーターには復帰
操作の説明書が添えられていますので、普段か
ら確認しておきましょう。

	 ガスメーターの復帰操作が難しい場合は、ガス
事業者へ連絡をお願いします。



47

　ガスは毎日の生活で使用するものだからこそ、新
しく安全性の高い機器や設備を使い、安全に使用す
るためのポイントを守ることが大切ですね。

　ガスの安全利用について、さらに詳しく知りたい
場合は、経済産業省ホームページのガスを安全にお
使いいただくための情報をご覧ください。「ガスの
安全」で検索をお願いします。
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企業と人権�
�～職場からつくる人権尊重社会～

　近年、長時間労働による過労死、セクハラやパワ
ハラなどのハラスメント、不当な差別など、企業で
発生する様々な「人権問題」が社会の注目を集めて
います。こうした「人権問題」への対応は、時とし
て、企業の価値に大きく関わります。昨今の企業と
人権の関わりについてご紹介します。
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Q．�なぜ企業は人権問題に取り組まなければ�
いけないのですか？

A．� 近年、企業は社会の一員として、人権尊重、法
令遵守、社会貢献活動などの、社会的役割と責
任を果たしていくべきという考え方が浸透して
きました。企業の活動が社会に与える影響は大
きく、活動に当たっては、利益を追求するだけ
ではなく、環境に配慮することや、従業員を含
む様々な人の人権に配慮することが求められて
います。
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Q．�人権に配慮することが�
企業の評価につながるのですか？

A．� 企業が人権を軽んじて不適切な対応をし、メ
ディアなどに取り上げられれば、その企業に大
きな影響を及ぼします。また、ハラスメントな
どで従業員が働く意欲を無くしたり、優秀な人
材が流出することもあります。そのため、将来
にわたって企業がその価値を向上させ、成長を
続けられるのかという観点から、企業を評価す
る上で人権問題が重要視されるようになってき
ているのです。
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Q．�海外でも企業の人権問題は�
重要視されているのですか？

A．� 国際社会でも、企業における人権の尊重が注
目されるようになりました。国連の場では、
1999年に提唱された「国連グローバル・コ
ンパクト」の中で、企業が守るべき人権の保護
などの10の原則が示され、2011年には、「ビ
ジネスと人権に関する指導原則」が策定されま
した。

Q．�企業が直面している人権問題には�
どのようなものがあるのでしょうか？

A．� 例えば、ハラスメントの問題があります。パワ
ハラ、セクハラ以外にも、近年は、妊娠、出産
を理由とする不利益取扱い、いわゆるマタニティ
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ハラスメントなども問題となっています。ハラ
スメントは個人の人権を侵害するだけでなく、
職場環境の悪化や生産性の低下、企業イメージ
の悪化などにもつながるものです。職場におけ
るハラスメント対策は、事業主の義務とされて
います。

	 また、不当な差別や偏見による問題が、企業内
のほか、企業の活動においても生じています。
遊園地のアトラクションで知的障害のある方が
障害を理由に利用を拒否された例や、英会話教
室に子供を入れようとした外国人が、両親が外
国人であることを理由に入会を拒否された例な
どがあります。いずれも理解の不十分さなどか
ら生じています。
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Q．�法務省では、企業活動に関わる人権問題に�
どのように取り組んでいますか？

A．� 企業を対象とした人権啓発活動を積極的に行っ
ています。

	 	•			企業関係者向けに人権に関するセミナーやシ
ンポジウムを開催

	 	•			人権啓発用の冊子や動画の配信、DVDの貸
し出し

	 	•			企業の人権に関する研修に、講師を無料で派
遣
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Q．�職場で人権問題に悩んだり、被害にあっている人
を目撃したりした時にはどうすればいいですか？

A．� ひとりで悩まず以下の窓口へご相談下さい。

【電話相談窓口】
みんなの人権110番	 （0570-003-110）
女性の人権ホットライン	（0570-070-810）
平日午前８時30分から午後５時15分まで

【面談による人権相談】
全国の法務局・地方法務局において実施

【メール相談窓口】
「インターネット人権相談受付窓口」で検索

	 相談は無料で、秘密は守ります。
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　国籍・性別・年齢・障害の有無等に関わらず、全
ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、活躍で
きるユニバーサル社会の実現に向けて、企業も様々
な役割が求められるようになってきました。これか
らの企業は、その社会的責任を自覚し、人権を守る
存在である必要があります。そのためには、企業活
動に人権の視点を取り入れ、積極的に取り組むこと
がとても重要なのです。

　企業と人権について、もっと知りたい方は、法務
省のホームページやYouTubeの法務省チャンネル
でも詳しくご紹介しています。「企業と人権」で検
索してみてください。
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アイヌ文化を体感できる施設�
「ウポポイ」が開業しました!

　先住民族アイヌの文化を体感できる「民族共生象
徴空間」（愛称：ウポポイ）を知っていますか？ウ
ポポイは、北海道白

しらおい
老町に開業したアイヌの歴史・

文化を学び伝えるナショナルセンターとして、令和
２年７月12日から一般公開されました。今回はこ
のウポポイについて、詳しくご紹介していきます。
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Q．�アイヌの文化について教えてください。　

A．� アイヌ民族は日本列島北部周辺、とりわけ北海
道の先住民族です。日本語と系統の異なる言語
である「アイヌ語」をはじめ、自然界すべての
物に魂が宿るとされている「宗教観」、祭りや
家庭での行事などに踊られる「古

こ	しき
式舞

ぶ
踊
よう
」、独

特の「文
もんよう
様」による刺繍、木彫り等の工芸など、

豊かな文化を発展させてきました。ウポポイで
は、こうしたアイヌ民族の固有の文化に触れる
ことができます。

Q．�「ウポポイ」という愛称もユニークですね。

A．�「ウポポイ」はアイヌ語で「（おおぜいで）歌う
こと」を意味しています。
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Q．�アイヌの文化を伝承する方が減っているのですか？

A．� アイヌ語は、母語とする方々の高齢化などによ
り話せる人が減少しており、伝統工芸なども伝
承者の減少により存立の危機にあります。明治
以降の同化政策の影響などにより、アイヌの社
会や文化の破壊が進み、多くの人々が差別や貧
困を余儀なくされたことで、アイヌ文化は十分
な保存や伝承が難しい状況が続きました。そし
て、未だなお、アイヌの歴史や文化などについ
て十分な理解が得られていないといった課題も
あります。

	 ウポポイは、将来に向けて先住民族の尊厳を尊
重し、差別のない多様で豊かな文化を築いてい
くための象徴として整備され、アイヌ文化の復
興、発展の拠点となっています。
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Q．�ウポポイにはどんな施設があるのですか？

A．� ウポポイは、アイヌの世界観、自然観等を学ぶ
ことができるよう、必要な機能を備えた空間と
なっています。

◉国立アイヌ民族博物館
	 先住民族アイヌの歴史と文化を主題とした日本
初・日本最北の国立博物館。アイヌの人々の視
点で語る、「ことば」、「歴史」、「世界」、「くらし」、
「しごと」、「交流」の６つのテーマを、多彩な
展示方法で分かりやすく紹介します。
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◉国立民族共生公園
	 先住民族アイヌの文化を五感で感じるフィール
ドミュージアム

「体験交流ホール」
	 ユネスコ無形文化遺産に登録されているアイヌ
古式舞踊の上演やアイヌに伝わる物語をスク
リーンのみならず底面にも映し出す演出で上
映する「カムイ	ユカラ」などを行っています。
夜にはアイヌに伝わる創世神話をプロジェク
ションマッピングショーで上演します。

「体験学習館」
	 動物(カムイ)が見ている世界を上下左右180
度の広角映像で体験できる「カムイ	アイズ」
などを行っています。
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「工房」
	 木彫りや刺繍などアイヌの伝統工芸製作の実演
を見学できます。

「伝統的コタン」
	 伝統的家屋チセの内部を観覧することができま
す。

◉レストラン＆フードコート
	 アイヌ料理やアイヌ文化由来の食材を使用した
創作料理を提供しています。

Q．�施設利用の際に気を付けることはありますか？

A．� 現在、ウポポイでは新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、入場には事前予約が必要です。
また、博物館の入館も事前予約が必要となっ
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ており、その他一部の施設では、ご来場当日、
整理券等による入場制限を実施しています。な
お、予約に関する詳細は、ウポポイWEBサイ
トの「当面の入場に関するお知らせ」をご覧く
ださい。

　ウポポイのWEBサイトでは、アイヌ文化や施設
の情報を詳しくご案内しています。ウポポイのこと
をもっと知りたい方は、「ウポポイ」で検索してみ
てください。

　お電話でのお問合せは、

　公益財団法人アイヌ民族文化財団
　0144－82－3914　へどうぞ。
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