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～ 第三者の目が重要です ～ 
 

つい先日，「第三者の厳しい目で…」という言い回しが話

題になりましたね。裁判の世界でも，第三者の関与が必要にな

る場面がよくあります。 

裁判では，事件の当事者は互いに自分に有利なことを主張し

ますから，当事者の話だけでは，どちらの話が真実かはわかりません。 

たとえば，交通事故事件の裁判で，交差点内で衝突した当事者の双方が，「自分の対面信

号は青色だった！」と主張している場合，どちらか一方の話だけが真実なわけですが，裁判官

は事故現場にいたわけではないので，どちらの話が真実かはよくわかりません。 

このような事実関係に争いがある裁判では，第三者の存在が大事になります。 

そこで！今回はそんな頼りになる第三者の一例（交通事故編）をご紹介します。 
 

１ 利害関係のない証人 

   ＴＶドラマなどでよく登場する第三者といえば“目撃証人”ですね！目撃証人のように，事件の

当事者と利害関係のない第三者の話は，裁判所に信用してもらいやすいです。万が一，交通

事故に遭われた場合，周囲に目撃者がいれば，その方の名前，連絡先を聞いておきましょう。 

２ 医師 

事故とケガとの因果関係や，後遺障害の内容などが裁判で争いになったとき，医学的な意見

を医師に求めることがあります。当事務所では，交通事故によるケガに詳しい医師によく助言を

求めたりしますが，医学的な問題については，やはり医師の意見がとても重要になります。 

３ 調査会社 

交通事故の裁判では，事故態様が争われることが多いのですが，当事者の話だけでは，ど

のように衝突したのか，何が原因で衝突したのかがわからないこともあります。 

そんなとき，車両の損傷状態や警察の実況見分調書等から衝突形態を推測するなど，事故

状況を調査してくれる調査会社に調査報告書を作成してもらうことがあります。 

 

さて，今回は第三者の一例をご紹介しましたが，相続，労働など，分野によって様々な第三

者の協力が必要になります。詳しいことがお知りになりたい方，ぜひお気軽にご相談ください。 

交通事故の被害者側のご相談は全て初回相談無料となっております。 

 

～ もうすぐ長雨の季節も終わり，冷えたビールが一段とおいしい夏シーズンの到来です。 

皆さま適度な水分補給を忘れずに“夏”元気にお過ごしください。～ （文責：今村公治） 
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今月号は千葉事務所に関する情報（千葉事務所所属弁護士の粟津の近況，千葉事務所の

近況，千葉事務所付近のグルメ情報）をお届けします 

～新コーナー「あの人は今」～ 
弁護士の粟津です。以前ニュースレター第５９号（２０１４年４月号）で，自己紹介をさせていただきました。このコー

ナーでは当時の記事を振り返りながら，近況を報告させていただきたいと思います。「男子３日会わざれば括目し

て見よ」と言いますが，果たして変化はあったのでしょうか！？ 

Ｑ 趣味は？ 当時の答え サッカー観戦 

近況コメント 入所以来ファンクラブにも入って柏レイソルを応援していました。 

右の写真は，日立柏サッカー場のアイドル，レイ君との一枚です。 

千葉事務所に移動し，柏に足を運ぶことができていませんが，今度ジェフ千葉の試

合を観戦予定です。 

Ｑ 長所は？ 当時の答え 出されたご飯は残しません 

近況コメント 当時なぜこれを特技としてアピールしたかったのか。その心はわかり

ませんが，この２年間出されたご飯を残したことは一度たりとも無かったと思います。 

Ｑ 好きな漫画は？ 当時の答え 「三月のライオン」「ちはやふる」「キングダム」 

近況コメント どの漫画も現在も楽しく読ませていただいています。今年「ちはやふる」が実写化されましたが，広瀬

すずさんの躍動感のある演技に引き込まれました。個人的にとても楽しく観させていただきました。 

Ｑ 最近ハマッていることは？ 当時の答え ゴルフと将棋です 

近況コメント 最近はマラソンを頑張っています。昨シーズンは，手賀沼のハーフマラソン，松戸の七草マラソン，

勝田と横浜のフルマラソンを走りました。今シーズンは，１０月のちばアクアラインマラソンに出走予定です。 

Ｑ 好きな休日の過ごし方は？ 当時の答え 早起きして，掃除洗濯をして，また少しお昼寝をする 

近況コメント 早起きをして，掃除洗濯をして，走りに行きます。最近は，ＪＲ鎌取駅近くにある「四季の道」というコ

ースに良くお邪魔しています。自然が豊かで，とても走り易いです。 

Ｑ 好きな食べ物は？ 当時の答え 白米とお漬物 

近況コメント 白米とお漬物はもちろん今でも好きですが，最近はサプリメントとプロテインを摂取しています。ちな

みに好きなプロテインの割り方は，「バナナ味+牛乳」です。結構おいしいです。 

 

この２年間皆様にご協力いただき，様々な取り組みをさせていただきました。本当にいつもありがとうございます。

今後とも，感謝の気持ちを忘れずに，クライアント様のために日々まい進したいと思います。 

さて，また２年後はどのようなご報告ができますでしょうか。（個人的には家族が出来ましたというおめでたい報告

が出来れば良いのですが。）乞うご期待下さい！   （文責：粟津正博） 
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～ 千葉事務所近況報告 ～ 

千葉事務所が開所して，早くも 3 ヵ月が過ぎようとしています。様々な方にご指導，ご協力を

いただき，千葉での業務も軌道に乗りつつあります。今回は，千葉事務所の近況報告をさせ

ていただきます。 

 

１， 執務スペースがほぼ完成しました                         

本や備品が入り，事務

所らしくなりました。 

本棚は今後も充実させ

ていく予定です。 

当初の何もない状況か

ら比べるととても感慨

深いです。 

 （before）                        (after) 

                    

２，無料ドリンクサービス 

柏事務所と同様に，ご来所頂いた皆様に無料ドリンクサービ 

スを行っております。が，よく見ると，柏事務所の隠れ人気メ 

ニュー，梅昆布茶がありません。今後導入を検討させていた 

だきます。。 

 

３，骨模型を購入しました 

交通事故などの研修の際には， 

この骨模型を使って，理解を深めています。 

 

   ４，セミナールーム始動開始！ 

   プロジェクター等を実装し， 

今後この部屋を使って  

                続々セミナーを開催予定です。 
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今後とも千葉事務所を宜しくお願い致します！ （文責：粟津正博） 

～ 千葉駅周辺でオススメのお店紹介 ～ 

今回は，「千葉駅周辺で一度は行って頂きたい定番のお店」をご紹介いたします。 

☆ カフェ部門 『 くつろぎ処 ＣＡＦＥ まとい亭 』 

千葉市中央区弁天 2-19-40 

（ＪＲ千葉駅東口 徒歩５分） ＴＥＬ； 043-256-7589 

千葉公園方面に 10年以上前からある和風カフェです。

彩り豊かな季節の創作パスタが有名で，味噌風味やお

新香のパスタがお勧めです。もちろん，ケーキも和洋

様々な種類があり，美味しいです。ランチタイム（月～

土，11～15時）は，ドリンクにケーキまで付いて 1,200円

前後とお得です。但し，女性客が多いので，男性の方は

女性の方と一緒に来店されることをお勧めいたします。 

☆ 唐揚げ部門 『 鳥万 』 

千葉市中央区新町 15-2 大友ビル 1F～2F 

（ＪＲ・京成千葉駅 徒歩３分） ＴＥＬ； 043-241-4774 

千葉そごうの裏手にある老舗の焼き鳥屋さんです。焼き鳥も美

味しいですが，名物は，鶏肉を一日タレに漬け込んだ，黒い唐

揚げです。店内はゆったりと清潔感のある造りで，カウンター席

もお座敷もありますので，お一人でも，会社のお仲間とでも，ゆ

っくりとお食事のできるお店だと思います。 

☆ ピザ部門 『 Ｉ LOVE ＰＩＺＺＡ アイ ラブ ピザ 』 

千葉市中央区登戸１-13-7 小沢ビル１Ｆ 

（ＪＲ・京成千葉駅 徒歩８分） ＴＥＬ； 043-248-4455 

28年間千葉にあるアメリカンピザ専門店です。店内で

は「バック・トゥ・ザ・フューチャー」等の米国映画や音楽

が流れ，どこか懐かしくポップな雰囲気です。時間帯限

定でピザの食べ放題も出来，お取り寄せ品の「冬眠ピ

ザ」が雑誌でも紹介される人気店です。 

 

名物 黒い唐揚げ 

 
月見お新香スパゲティは秋限定 

 
店内は 60 年代のアメリカ風 
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