
裁判員制度全国フォーラム２００７　　開催一覧（開催日順）

開催都市 地裁名 新聞社名 開催日 会場名 募集定員

宇都宮 宇都宮地方裁判所 下野新聞社 1/20（土） 宇都宮市文化会館小ホール 440名

大阪 大阪地方裁判所 産経新聞社（大阪） 1/20（土） 大阪ビジネスパーク円形ホール 550名

鳥取 鳥取地方裁判所 新日本海新聞社 1/21（日） 鳥取県民文化会館小ホール 350名

仙台 仙台地方裁判所 河北新報社 1/21（日） 仙台国際センター大会議室橘 500名

札幌 札幌地方裁判所 北海道新聞社 1/21（日） 札幌サンプラザ サンプラザホール 400名

岡山 岡山地方裁判所 山陽新聞社 1/27（土） さん太ホール 300名

秋田 秋田地方裁判所 秋田魁新報社 1/27（土） 秋田市文化会館小ホール 400名

高松 高松地方裁判所 四国新聞社 1/27（土） かがわ国際会議場 300名

山形 山形地方裁判所 山形新聞社 1/27（土） 遊学館 300名

さいたま さいたま地方裁判所 埼玉新聞社 1/28（日） 浦和コルソホール 300名

水戸 水戸地方裁判所 茨城新聞社 1/28（日） 常陽藝文センター 300名

名古屋 名古屋地方裁判所 中日新聞社 1/28（日） デザインホール 350名

鹿児島 鹿児島地方裁判所 南日本新聞社 1/28（日） 南日本新聞会館・みなみホール 300名

福島 福島地方裁判所 福島民友新聞社・福島民報社 1/28（日） 福島テルサFTホール 360名

前橋 前橋地方裁判所 上毛新聞社 2/3（土） 群馬県公社総合ビルホール 300名

新潟 新潟地方裁判所 新潟日報社 2/3（土） 朱鷺メッセ4階国際会議場（マリンホール） 450名

大分 大分地方裁判所 大分合同新聞社 2/3（土） コンパルホール多目的ホール 300名

熊本 熊本地方裁判所 熊本日日新聞社 2/3（土） 熊本テルサ テルサホール 500名

那覇 那覇地方裁判所 琉球新報社・沖縄タイムス社 2/3（土） 沖縄産業支援センター大ホール 300名

岐阜 岐阜地方裁判所 岐阜新聞社 2/4（日） メルサホール 360名

旭川 旭川地方裁判所 北海道新聞社 2/4（日） 旭川市民文化会館小ホール 300名

佐賀 佐賀地方裁判所 佐賀新聞社 2/10（土） アバンセ（佐賀県立女性センター・生涯学習センター）ホール 300名

徳島 徳島地方裁判所 徳島新聞社 2/10（土） ホテルクレメント徳島 300名

福岡 福岡地方裁判所 西日本新聞社 2/12（祝） エルガーラホール大ホール 400名

横浜 横浜地方裁判所 神奈川新聞社 2/17（土） 横浜市開港記念会館 480名

京都 京都地方裁判所 京都新聞社 2/17（土） 京都産業会館8階シルクホール 500名

奈良 奈良地方裁判所 奈良新聞社 2/17（土） 秋篠音楽堂 300名

広島 広島地方裁判所 中国新聞社 2/17（土） 中国新聞ビル 7階 500名

宮崎 宮崎地方裁判所 宮崎日日新聞社 2/17（土） ＪＡ・AZMアズムホール 500名

静岡 静岡地方裁判所 静岡新聞社 2/18（日） しずぎんホールユーフォニア 400名

金沢 金沢地方裁判所 北國新聞社 2/18（日） 石川県女性センター 350名

函館 函館地方裁判所 北海道新聞社 2/18（日） 函館国際ホテル 高砂 300名

千葉 千葉地方裁判所 千葉日報社 2/24（土） 千葉県教育会館大ホール 500名

甲府 甲府地方裁判所 山梨日日新聞社 2/24（土） 山梨県立文学館 500名

津 津地方裁判所 伊勢新聞社 2/24（土） 津市センターパレスホール 300名

富山 富山地方裁判所 北日本新聞社 2/24（土） ボルファートとやまホール 500名

長崎 長崎地方裁判所 長崎新聞社 2/24（土） ＮＣＣ＆スタジオ 300名

釧路 釧路地方裁判所 北海道新聞社 2/24（土） 釧路市生涯学習センター多目的ホール 250名

松江 松江地方裁判所 山陰中央新報社 2/25（日） くにびきメッセ国際会議場 300名

長野 長野地方裁判所 信濃毎日新聞社 3/3（土） 若里市民文化ホール 500名

神戸 神戸地方裁判所 神戸新聞社 3/3（土） 神戸新聞松方ホール 500名

大津 大津地方裁判所 京都新聞社 3/3（土） コラボしが21　3Ｆ大会議室 250名

和歌山 和歌山地方裁判所 （共催新聞社なし） 3/3（土） 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛大ホール 300名

福井 福井地方裁判所 福井新聞社 3/3（土） 福井県国際交流会館 300名

山口 山口地方裁判所 山口新聞社 3/3（土） ニューメディアプラザ山口多目的シアター 210名

盛岡 盛岡地方裁判所 岩手日報社 3/3（土） 岩手県民会館中ホール 400名

青森 青森地方裁判所 東奥日報社 3/3（土） 青森市男女共同参画プラザ（アウガ5階ＡＶ多機能ホール） 300名

高知 高知地方裁判所 高知新聞社 3/3（土） 高知県立県民文化ホール（グリーン） 300名

東京 東京地方裁判所 中日新聞社（東京新聞） 3/4（日） 東京商工会議所東商ホール 597名

松山 松山地方裁判所 愛媛新聞社 3/4（日） 愛媛県県民文化会館/真珠の間 300名
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