小野毅新会長に聞く

ていく機会を作りたいで

で当会の将来像を議論し
に答えていく必要があり

れておりますので︑それ

弁護士会の活躍が期待さ

ます︒

す︒

今年度の執行部
の特徴は？

ずに︑副会長中心で議論

なるべく意見を押し付け

たと思っています︒私は

高い人に集まってもらっ

的に取り扱うことは︑職

権問題を弁護士会が積極

面を持っていますが︑人

業界団体という二つの側

弁護士会は人権団体と

弁護士会の
将来像は？

して︑進めて行ってもら

域の拡大に繋がり︑結果

副会長はとても能力の

えればと思います︒

これまでも会長と若手

の強みを生かして会の運

す︒そのような各副会長

がりが多い人が多いで

るからこそ社会的な活動

のように︑弁護士会がや

や消費問題対策委員会等

犯罪被害者支援委員会

として業界団体としての

いという話がありまし
弁護士との懇談会等はあ

営をしていきたいです︒

また︑副会長それぞれ

た︒また︑勤務弁護士が
りましたが︑より細分化

役割も果たすことができ

紛議調停を起こされたと

して少人数で意見交換会

が違った魅力を持ってい

き︑事務所の弁護士が助

をしたいと考えていま

ることで︑職域の拡大に

ます︒

力をしてくれなかったと

す︒相互に理解を深める

憲法の問題をきちんと

繋げられればと思います︒

ますし︑若手会員との繋

いう話も聞きました︒こ

には少人数での話が一番

しなくてはならないと思

具体的な
アイディアは？

ね︒

一体感を出したいです

自由闊達な議論で一体感を

なぜ︑会長になろう
と思ったのか？
昨年の臨時総会で若手

ういうことを聞くと︑横

ですから︒今はどうした

っています︒昨年︑特定

会員が自由に意見できな

浜弁護士会の古き良き伝

ら多様な若手会員が意見

秘密保護法案が成立して

めの市民会議という組織

民の意見を取り入れるた

また︑昨年︑当会に市

法問題対策本部が発足し

本年度から当会でも憲

可能性があります︒

法自体が変わってしまう

だと我々の知っている憲

球をやっていますので︑

た︑息子が高校で軟式野

を読むのは好きです︒ま

城谷昌光さんの歴史小説

がないのです︒ただ︑宮

残念ながら大した趣味

趣味は？

護士会像を今一度確認す

があります︒伝統的な弁

の輪が広がるという側面

統がなくなってしまうの

交換会に来てくれるかを

しまいました︒このまま

良く︑自由闊達な雰囲気

ができました︒これを積

ます︒人権団体としての

関心を持っている
会務は？

ではという危惧がありま

検討しています︒

を持っていたと思いま

極的に活用し外部の意見

当会は︑会員相互仲が

す︒

す︒若手会員の話をよく

をききながら︑会員全体

憲法問題シンポジウム 第３弾

通﹁
常ど総
のほ
おし
知いら
ん会
な開
憲催
法が
のせ
か？
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れ︑県民の皆様にもっと

民会議を通じてユーザー

ですね︒

会員に対して
一言！

全会員で結集しましょ

横浜弁護士会は︑神奈

川県内に法律事務所を

持つ弁護士全員が加入

山山 ゆ り

源泉徴収というシステ

ムにより︑日本人は納税

意識が希薄であると言わ

を秘めている場です︒多

とがあれば無限の可能性

実感することも少なくな

をするとき︑そのことを

が︑会社員や公務員と話

する法定団体です︒

くの会務を通じて︑若手

い▼４月１日から消費税

れる︒自営業者である私

会員とベテラン会員の交

率が５％から８％に引き

上げられた︒３％なんて

流が活性化すれば最高で

すね︒

された︒市民から信頼さ

会長から退任の挨拶がな

また︑本年４月に立ち

負が述べられた︒

を行っていきたいとの抱

う！ 当会には面白い会

４月１日︑ホテルニュ

れる弁護士会を１００年

上がった当会の憲法問題

ですので︑県外の弁護

︵聞き手

ーグランド３階ペリー来

後の会員に引き継いでい

対策本部に言及し︑集団

務が沢山ありますよ︒弁

航の間において︑当会の

くことを目指し︑若手会

的自衛権などの憲法問題

士ではなく︑是非︑神奈

本年度新理事者就任披露

員の支援に力を入れて活

を重要課題として取り組

当会はこれからどんど

当会の新旧理事者が紹

動してきたことや︑市民

んでいくことや︑司法改

引き続き︑本年度の新

り組んでいきたいとの話

連副会長とも連携して取

さらに︑新会長を支え

年

懐が厳しくなる時期が続

税︑予定納税の納税と︑

ら消費税︑住民税︑事業

は越えたものの︑これか

大きい︒確定申告のヤマ

た税金の納付の負担感は

ることながら︑まとまっ

ると︑日々の消費税もさ

る▼自営業者の身からす

上のインパクトを実感す

比べると︑思っていた以

が︑改訂前後の金額を見

表示の改訂作業を行った

ムページの料金表の税込

のであろう︒事務所ホー

はりインパクトが大きい

実感するものとして︑や

は︑広く国民が増税感を

ぶりの消費税率引き上げ

大事だと怒られた︒

妻から家計にとっては一

大したことないだろうと
重雄︶ タカをくくっていたら︑

介された後︑市村陽典横

からの信頼を得ることが

革により弁護士が激増す

常磐

浜地方裁判所長︑西村則

大切であるとともに︑非

る一方で︑その業務が拡

護士会は︑実現したいこ

夫横浜家庭裁判所長︑柏

常に難しいものであるこ

大していないという問題

川県の弁護士に色々相談

崎誠横浜市副市長から︑

とを痛感した等の話がな

についても水地啓子日弁
そして︑昨年度の理事

理事者を代表して小野毅

た︒

懇親会が開催された︒

それぞれ祝辞が述べられ

された︒

ん変わっていきます︒市

利用しやすい弁護士会に
なっていきます︒

休日は息子の野球の応援

45

の方々の意見を取り入

19
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〜﹂
時子が
平自
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日正
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火案
︶を時
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党５
憲月
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斬半る
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︵
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26

に行っていることが多い

26

者を代表して仁平信哉前

の挨拶がなされ

る５名の副会長につい

がなされた︒

た︒小野新会長

て︑広報︑野球部︑犯罪

新会長から就任

からは︑法テラ

被害者支援︑支部︑社交

税金を納めることができ

ス神奈川の副所

く︒もっとも︑弁護士増

ることを喜ばないといけ

等の当会の各分野のエー

そして︑松井巖横浜地

ないのかもしれないが▼

長時代に培った

員による厳しい状況が続

方検察庁検事正の乾杯の

一納税者としては︑我々

スが揃った強力で頼もし

た市民会議を生

音頭で歓談へと入った︒

の血税が︑広く国民のた

現場と本部との

かし︑現場の目

最後は新理事者全員が

めに適正に使われること

く我が業界においては︑

線・市民の目線

出席者を見送り︑多数の

い布陣であるとの紹介が

に立って︑１４

来賓・会員が参加した懇

を願うばかりである︒

調整の経験や︑

００名以上とい

親会は盛況のうちに幕を

あった︒

う全国６番目の

閉じた︒

淳一︶

会員数を有する

︵糸井

当会の会務運営

新たに設置され

17

25

各分野のエースを揃えた
新副会長とともに

URL http://www.
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聞き︑それを全体で議論

新理事者就任披露懇親会
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することで︑会としての

左から吉川、武内、岩田、小野会長、畑中、古田（敬称なしはいずれも副会長）

横 浜 弁 護 士 会 新 聞
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（１）

ました︒特に︑集団的自

部も担当することになり

員会と︑憲法問題対策本

部など法曹養成関連の委

法修習︑法曹養成実現本

はしてきておりますもの

利委員会に所属して活動

横浜では長く子どもの権

わってきた程度ですし︑

部や司法修習委員会に係

ら︑法曹養成改革実現本

年度に理事を経験してか

務経験としては︑平成

衛権の容認に大きく動い
の︑それも主として付添

するＷＧなどのほか︑司

ている中で︑憲法問題を
人関係に関与してきたく

日弁連副会長に就任して

担当させていただくこと

りました︒

啓子

その結果︑正直なとこ
になり︑その責任の重さ

会員 水地

日の段階です

ろ︑３月

ます︒
それと︑日弁連が今何
をしているのか︑どんな
問題にどう対応している
だけ当会の皆さまに伝

横浜家庭裁判所長

市村

横浜地方裁判所長

とか気を取り直しまし
も多く︑ご自分がこれま

な分野でのエキスパート

他の副会長には︑様々

もいけないというような

の発言になかなかついて

飛び交うメールや会議で

担当委員会の委員の間で

そのため︑実のところ︑

面的付添人実現本部︑家

当は︑子どもの権利︑全

のご挨拶でも申し上げま

しかし︑私は︑立候補

って勉強して務めを果た

も多く︑なんとかがんば

れる議案も多種多様かつ

中で︑常議員会に提出さ

問題が積み上がっていく

弁護士業界を取り巻く

るよう︑精一杯頑張りま

らなる活性化の一助にな

発な議論が︑会全体のさ

常議員会の充実した活

きたいと考えています︒

るよう︑十分配慮してい

か

名しかいません︒こ

かわらず︑その数はわず

思決定機関であるにもか

会に次ぐ当会の重要な意

において︑常議員会は総

１４００名を超える当会

います︒しかし︑会員数

も寡黙な常議員とされて

うな環境につなげること

な発言をしやすくなるよ

ってもらって自由で活発

にも十分な問題意識を持

れにより︑若手の常議員

おうと思っています︒こ

して意見を言わせてもら

は﹁物言う副議長﹂と化

松井

柏崎

則夫

検事正

巖

誠

神奈川民事調停協会連合

永一

他にも皆さまがお集まり

須須木

神奈川家事調停協会連合

会

会長

の機会を捉えて︑日弁連

宜春

日本司法支援センター神

瀬古

奈川地方事務所

会長
聞く機会を作っていきた

刑事

みんなの党川崎市議会議

︵順不同・敬称略︶

参議院議員

小川 顕正

小田原市議会公明党 代

井原 義雄

小田原市議会 議長

団長

員団

牧山 ひろえ

副代表

民主党神奈川県総支部連

合会

参議院議員

今村 洋一

相模原市議会 民主・新

表者

無所属の会

佐々木 さやか

島村

竹内 英明

神奈川県警察本部

徹郎

米山 定克

横浜国

横浜弁護士会

学研究院 教授

立大学大学院国際社会科

懲戒委員会委員

委員 兼

横浜弁護士会資格審査会

長

公明党相模原市議団 団

大沢 洋子

代表者

井上 義 行

大

参議院議員

参議院議員

神奈川県議会議長

古沢 時 衛

神奈川県議会議員

松田 良昭

民主党・かながわクラブ

幹事長

自由民主党神奈川県支部

良二

連合会

会長

鎌田

深介

神奈川県議会議員

藤井

横浜市議会議員

自由民主

佐藤

大貫

広人

憲夫

石田 康博

委員

正人

神奈川新聞社 統

合編集局次長

藤塚

教授

神奈川大学大学院

横浜弁護士会綱紀委員会

委員

法務研究科

栗田 陸雄

村田 輝夫

関東学院大学法科

横浜弁護士会綱紀委員会

委員

団長

山田 晴彦

連合神奈川

金井

神奈川新聞社

副事務

克之

報道

佐藤 奇平

柿本

章子

神奈川県消費者団体

幹事

︿３面へ続く ﹀

相馬 宏治

日本放送協会横浜放

送局

員

横浜地方裁判所委員会委

連絡会

員

横浜弁護士会市民会議委

部デスク

員

横浜弁護士会市民会議委

局長

員

横浜弁護士会市民会議委

横浜市会議員

鎭雄

大学院

畑野

谷田部

加藤

充

自由民主党横浜市会議員

長

党横浜市支部連合会幹事

茂

塩坂 源一郎

県議団 団長

神奈川県議会みんなの党

表

公明党神奈川県本部副代

長

岩﨑 政明

木村

部長

和夫

神奈川県議会議員団 団

横浜検察審査協会

は︑皆さんとても魅力に

社会福祉法人神奈川県社

鈴木

純

佐々木 寛志

衆議院議員 松本

義偉

横浜弁護士会懲戒委員会

毎日霞ヶ関まで通う生

副会

田代 末廣
長

横浜検察審査協会

ましたし︑北海道から九
州までの各ブロックから

あふれた方々で︑これか

辻内 賢一

選出されている副会長

ら１年間本当に楽しくす

会福祉協議会

事務局長

ごせそうです︒とはいっ

社会福祉法人横浜市社会

ても︑日弁連会館で︑委
員会出席などのためにい

福祉協議会

会長

らしている当会会員の
方々のお顔を拝見すると
ほっとします︒

菅

民主党横浜市会議員団

衆議院議員

八郎

団長

衆議院議員

学

公明党横浜市会議員団

１年間日弁連に行って

小此木

勇

団長

梶村

上田

衆議院議員 坂井

和德

馨祐

みんなの党横浜市会議員

団長

まお忘れなく︑ご支援下
衆議院議員

田中

鈴木

剛士

正貴

星野

大桑

衆議院議員

団長

議員

公明党川崎市議会議員団

員団

自由民主党川崎市議会議

団

日本共産党横浜市会議員

団長

ができればと願っていま

陽一郎

和夫

団

明
衆議院議員

衆議院議員 志位

青柳

衆議院議員

衆議院議員

大志郎

衆議院議員 甘利
そのほか︑常議員会速
報の迅速な発行にも努
め︑微力ではありますが
所存ですので︑１年間宜

中山 展宏

しくお願いします︒

議長を一生懸命補佐する

山際

す︒

団
さいますようよろしくお

衆議院議員

孝一

願いします︒

衆議院議員

参りますが︑どうぞ皆さ

齋藤 健 夫

活にも少しずつ慣れてき

所長

いと思っています︒

会

の報告をさせていただい

横浜市副市長

陽典

新理事者就任披露来賓の方々

え︑また当会の会員の意

のかという状況をできる

見や考えを日弁連に伝え

西村

て︑４月１日から︑新た
でに培ってこられた知識

重大な日弁連会務につい

大量になってきていま

すので︑１年間どうぞよ

横浜地方検察庁

ていくことがもう一つの
大きな責務と考えていま

な気持で副会長としての
や経験を基に︑すでに十

でにアップアップの状態

す︒

名

実状ですが︑対外的には︑ たり︑皆さまのご意見を

らいです︒

日弁連の副会長は

職務にあたっています︒

日弁連副会長として対応

を痛感しています︒

長会・理事会の傍聴など
分に実力を発揮されてい

しなければならないこと

でございましたが︑なん

がありまして︑実際のと
で︑この極めて広範な日
らっしゃる方もおられま

そのため︑総会や会員

長に就任し︑４月１日か
ころ任期が始まる１か月
す︒

ての情報をこれでもかと

して行きたいと思ってい

の下で︑円滑な議事進行

す︒こうした中︑充実し

ろしくお願い致します︒

集会などの機会や︑その

ら執務を開始しました︒
弁連の会務をそれぞれ分

日の第１回の勉強会を皮

したとおり︑日弁連の会

す︒初めて常議員になっ

を妨げない範囲で︑時に

た審議ができるように︑

35

切りに︑その後週に２〜
事法制︑ハーグ条約に関

度以来８年ぶり４回目に

副議長は書記に徹する

議長としてできる限り論

す︒

なります︒修習は

ためか︑慣例として︑最

︵と思われる︶三浦議長

そこで私は︑懐の深い

えます︒

り良いことではないと考

ているのはあま

長が発言を控え

人として︑副議

重な常議員の１

の代表である貴

らすれば︑会員

のような現状か

時には﹁物言う副議長﹂として

言わんばかりに浴びてお

会全体のさらなる
活性化に向けて
リハリをつけ︑

点を整理し︑メ
スピーディーに
議案を処理した
いと考えていま
す︒
このたび常議員会副議

他方︑会員数
が激増している若い期の

長に選任されました︒修

年度の常

会員の意見をしっかりく

この度平成

議員会議長に選任されま

期で︑常議員は３

二川 裕之
た若い期の会員でも意見

回目です︒

副議長

をいいやすい雰囲気にな

した︒常議員は平成

46
期で

18
41

３回は︑勉強会や正副会

正・副議長就任挨拶

13
習は

三浦 修

み上げることも重要で

議 長
年

26

おりなのですが︑２月

担するのですが︑私の担

22

半くらい前から︑本当に

平成 年度日弁連副会

31

驚くほど広範囲で︑
複雑・

18

正式には確かにそのと

26

常議員会

（２）
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「みみん」と「のるん」も駆けつけ 行列

５か月後の２０１０年

曜日の午後に実施したこ
ともあり︑受付開始前か
ら多数の相談希望者が列

日の相談会は︑横浜
を作った︒無料相談会は︑

日 に︑
﹁交通事

﹁交通事故無料相談会﹂ ことにあった︒
駅東口の横浜そごう前広
弁護士︵当会会員︶との

が３月
故損害賠償１１０番﹂が
場で実施した︒当日は︑

︿２面より ﹀

経験を手本として︑当会

して復興支援に当たった

主幹

員

竹澤

秀樹

日本銀行横浜支店

横浜地方裁判所委員会委
員

神奈川県大規模災害対

支店長

キ ャ ラ ク タ ー﹁ み み ん ﹂ 面談形式で１件
策士業連絡協議会︵協議

神奈川県の防災に対し︑
県下の専門家士業が果
たすべき役割について

催で行われた︒これらの
で行われ︑盛況のうちに

域定着支援センター セ

会福祉士会

一郎

神奈川県地

一般社団法人神奈川県建

中西

横浜国立大学大学院 国

山倉 健嗣

際社会科学府長 教授

際社会科学研究院長・国

横浜国立大学大学院 国

ンター長

築士会 常任理事

雨森 隆子

会長

一般社団法人神奈川県建

築士事務所協会

専務

系長

築士事務所協会

伊藤 𠮷 一

う﹂という趣旨のもと︑

員

取締役社長室長

株式会社テレビ神奈

横浜家庭裁判所委員会委

の方が多く︑歯がゆさを感じ

裁判を通して見られないこと

がゆえに別事件が発生すれば

１人で取材できる一方︑一人

ら検挙︑初公判から判決まで

雨森隆子氏に建築士会の

建築士会常任理事である

ただいたほか︑神奈川県

ついて基調講演をしてい

口豊氏に同機構の活動に

援機構代表委員である山

災害復興まちづくり支

神奈川県土地家屋調査士

会

神奈川県土地家屋調査士

長

神奈川県行政書士会

会

神奈川県社会保険労務士
会長

会長

髙野 伊久男

黒田 和司

事務局長

山口

宏

水谷 正 人

君塚 正臣

安達 和志

奈川支部支部長

杉﨑

株式会社テレビ神奈川

代表取締役社長

報道局長

総局

岩田 悦子

朝日新聞横浜総局

公

林

義亮

磯崎 由美

支

和佐 徹哉

横浜支

支局長

局長

聖

正木

株式会社金子設計 代表

鶴田 豊實

代表取締役社長

ＹＯＵテレビ株式会社

法律新聞社

毎日新聞社横浜支局

局

日本経済新聞社

集局長

神奈川新聞社 取締役編

長

平井

締役

株式会社テレビ神奈川取

山﨑 行雄

茂

日本弁護士政治連盟 神

河村 好彦

法務研究科長

関東学院大学法科大学院

研究科委員長

神奈川大学大学院 法務

専攻長

際社会科学府 法曹実務

副代表

奈川地域会ＪＩＡ神奈川

康

副会頭

山下

会長

公益社団法人神奈川県社

会福祉士会

横浜商工会議所

直文

副会頭

野並

横浜商工会議所

部会長

川本 守彦

横浜商工会議所

渡邊 宣昭

部会長

総務部

隆

中小企

依田 則 彦

斉藤

理事

岩崎 幸雄

学校法人岩崎学園

長

会長

公益財団法人横浜市体育

協会

高見澤 尚弘

平田 恒一郎

代表取

株式会社高尚代表取締役

会

総

金子 修司

株式会社岡村製作所

取締役

特定非営利活動法人神奈

大成建設株式会社横浜支

佐藤 喜一

務部長

店

佐藤 秀樹

営業部部長

理事長

信郎

神奈川県保護司会連合会

山口

公益社団法人神奈川県社

会長

榊原 高尋

川被害者支援センター

丸山 善 弘

神奈川県消費者団体連絡

議長

神奈川県労働組合総連合

締役社長

ナイス株式会社

会

弘和

隆二

山本 暁

田後

岩倉

境界問題相談センタ

根本 洋一

公益社団法人日本建築家

横浜国立大学大学院 国

県下の行政団体にも呼び

川

ている︒年明けに起きた逃走

災害支援活動について︑

会

センター長

貴麿

教授

編集

横浜家庭裁判所委員会委

協会関東甲信越支部 神

際社会科学研究院 法律

神奈川新聞社

明男

学校法人亀井学園理

が会員となって協力して

団体の

亀井 観一郎

運営している非政府組織

かけをし︑会員

事長

員

横浜家庭裁判所委員会委

局次長

員

小野

中嶌 弘孝

神奈川新聞社

小林 忠志

終了した︒当会及び相談

の呼びかけにより︑平成

横浜地方裁判所委員会委

と﹁ の る ん ﹂
︵写真︶も
会︶は︑大規模災害によ

分以内

イベントの目的は︑悩み
駆けつけ︑当会会員と一
る被災地域の復興支援︑

年の節目を迎

一般社団法人神奈川県建

を抱えながらも︑相談の
センターの広報としては

た︒
今年で

え る が︑﹁ 協 議 会 に つ い

論説

きっかけがなかなかつか
大きな成果を収めること
の支援を目的として︑神
奈川県内で活動する専門

団体︶ てもっと知っていただこ

団体である︒阪神大震災

広報相談

中村 行宏

総務局長

横浜市市民局

兼

共催により︑標記シンポ

サービス部長

ジウムを開催した︒開催
にあたっての準備は︑当

左近充 ひとみ

会災害対策委員会の委員
が中心となって行った︒

横浜商工会議所

明宏

事件の初公判が先日あり︑犯

神奈川県中小企業診断協

稲葉 晃 一

広報相談

横浜商工会議所

横浜市市民局

重紀

川崎商工会議所

長

サービス部担当部長

会長

当日は︑会員団体より

住吉

忠男

大勢の役員の方に参加し
ていただいたほか︑神奈

小島

東京地方税理士会

神奈川県司法書士会

行の一部始終や被害者の悲痛

会理事である山内伸一氏

ーかながわ

西田

克夫

副会長

大野

仁志

会長

小倉

小企業診断協会

研鑽︑議論の場となった︒ 一般社団法人神奈川県中
伊東 克宏︶

︵災害対策委員会委員長

業振興部部長

川県︑横浜市︑川崎市︑

長

会

秦野市︑中井町の担当職
員の方に参加していただ

蒔山

き︑盛大のうちに終える

な苦しみ︑処罰感情などが検

に防災に対する中小企業

一般社団法人神奈川県不

日本公認会計士協会神奈

察官によって読み上げられ

診断士の役割についてそ

ことができた︒

た︒この事件に限らず︑裁判

れぞれご紹介いただき︑

会長

で初めて明らかにされる以

川県会

上︑これからも多くの裁判を

動産鑑定士協会

梨江子︶

横浜支部
川田

ムであったが︑充実した

長時間に及ぶシンポジウ
社会部

︵フジテレビ報道局

傍聴しに足を運びたいと思う︒

異動してきて︑事件の発生か

あれから３年︑横浜支局に

の際に︑士業団体が協力

家士業団体︵現在

日に設立され

緒に︑ 日に行われる１

の皆様や相談会に携われ

月

１０番のＰＲ︑弁護士保

電話相談︶では︑午前

た会員の皆様のご支援を

年

めない方々に弁護士がよ

日の１１０番︵無料

進や交通事故
時から午後４時の間︑弁

険︶の利用促
に関する無料
護士︵当会会員︶が１件
分程度で交通事故を巡

相談を呼びか
る悩みや相談を受け付け

定であるた

最後に︑弁護士会職員

た︒

め︑相談申込

いただきましたことを︑

し︑法廷内が悲しみに包まれ

12

けた︒
企画段階で
は︑相談内容

がまったくな

この場を借りて御礼申し

が交通事故限

い事態を心配

した︒しかし︑ 上げます︒
︵ＬＡＣ利用促進及び

た時は裁判長や主任弁護人を

た︒あの異様な雰囲気はそれ

真史︶

事前に報道さ

除き︑裁判体︑検察官︑弁護

坂本

運営改善ＷＴ委員

た︒裁判長が説諭で﹁控訴す

する自分もいて複雑だった︒

11

30

れたことや人

ることを勧めたい﹂と話した

人︑傍聴席までほぼ全員が涙

通りが多い日

のは異例だと思う一方︑納得

を
聴

その中でも遺族が被害者参加

以降経験がない︒

30

10

16

25

制度を利用して意見陳述をし

12

25

20

安心・安全なまちづくり

り身近な相談者である

シンポジウム

ができた︒

同月
当会法律相談センターの

23

日に︑日弁連の共

23

険︵弁護士費用特約付保

10

25

と︑広く認識してもらう

月︑

が短期間にこのように変化し

ているように感じた︒被告人

や表情が日々変わり︑反省し

︵当時︶の裁判に対する姿勢

壊などの罪に問われた被告人

取材する中で︑殺人や死体損

たが︑初公判から判決まで︑

目︑様々な事件を傍聴してい

当時は制度が始まって２年

直感的に〝出る〟と思った︒

張感が法廷に広がっていた︒

日はそれまでにはなかった緊

が言い渡された事件︒判決の

裁判員裁判で初めて死刑判決

11

東京の裁判担当記者となって

残っている裁判が１つある︒

横浜地裁と言えば︑印象に

交通事故無料相談会・無料電話相談
たのを感じたのは初めてだっ

裁
らも 判傍
か

これ
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韓国
犯罪被害者支援研修

訪問記
３月

日︑犯罪被害者

支援委員会は︑当会会館
で犯罪被害者支援研修を
行った︒本部︑支部合わ
せて多くの会員が参加し
た︒
研 修 の 内 容 は︑
﹁はじ
めての﹂と題していたこ
ともあり︑犯罪被害者支
援に関する基本的な制度
の説明及び具体例に基づ
くケーススタディであっ
刑事手続の各段階にお

た︒
いて︑被害者が利用する

独占禁止法研究会の会員（左から３人目が筆者）

ルテル課の担当官が︑訪
問団の質問事項に対し丁
寧に回答を行ってくれ
ＫＦＴＣによれば︑法

た︒
改正により︑親事業者に

バー８名で韓国を訪問し

独占禁止法研究会のメン

が印象的であった︒その

の影響力が強いとの説明

ではメディア・市民団体

ＴＣ︶のほか︑特に韓国

するなど下請事業者の保

品単価調整協議権を付与

合に対し親事業者との納

いため︑中小企業協同組

者と正常な協議ができな

度や下請事業者が親事業

対する懲罰的損害賠償制

た︒なお︑通訳として又
後は︑具体的な紛争事例

国公正取引委員会︵ＫＦ

松大学校サービス融合学
の紹介や弁護活動等につ

日から 日に︑

部助教授の中村虎彰氏に

３月

同行してもらった︒

護政策の説明等を受けた︒

初日︑訪問団は金＆張

ム等のコンサルティング

業務についての説明がな

海老名市
文化会館

●
交番

●
そば処﹁名古屋﹂

●
イオン

●

●

化︑違反行為の発覚可能

で︑理由として︑執行強

正取引法の遵守が重要

会談では︑韓国では公

ップ１００にも選ばれて

する世界の法律事務所ト

ーズフーリーガルが発表

英法律専門メディアのフ

下ろせるビル内にあり︑

じ交流を重ねている︒今

取委とも連絡協議会を通

の職員がおり︑日本の公

は２月１日現在５２７名

Ｃを訪問した︒ＫＦＴＣ

翌日︑訪問団はＫＦＴ

充実した会談となった︒

も聞くことができ︑大変

や韓国の弁護士の実情等

ことができなかった話題

招待され︑会談では聞く

てなしにより韓国料理に

会談後︑同事務所のも

訪問して得られた調査結

企画していくとともに︑

今後もこのような交流を

のであり︑当研究会では

ことは大変実りのあるも

曹関係者と交流を深める

な問題はあるが︑同じ法

韓国と日本では︑様々

ることができた︒

えた充実した審判廷を見

最新のＩＴ機器なども備

廷を見学させてもらい︑

講演してもらった︒

務提携﹂をテーマとして︑ として︑粉飾決算による

護士と公認会計士との業

隆公認会計士を招き︑﹁弁

会神奈川県会所属の藏本

会館に日本公認会計士協

ムでは︑３月

また︑公認会計士から

金を取り戻すための方法

人の破産事件に関し︑税

であった︒このうち︑法

に︑有用であるとのこと

会計士の紹介等に関する

９日に︑弁護士及び公認

協会神奈川県会は︑１月

福祉会館
● ●図書館

性の増大︑課徴金の実質

回の訪問でも︑国際協力

弁護士へ依頼したい業務

協定を締結している︒今 ︵中 小 事 業 者 対 象 事 業 活

日︑当会

当会中小事業者対象事

ける企業価値評価の際

び相続や会社合併等にお

産事件︑民事再生事件及

めていく予定である︒

果を専門実務研究にまと

の業務内容である︑監査

はじめに︑公認会計士

ックポイントについての

の有無等の具体的なチェ

の繰戻還付及び予定納付

の示唆があった︒

チェックが考えられると

収問題及び︑契約書等の
田鍋

後︑当該協定を踏まえて︑

︵会員

らびに︑会計事務所の顧

当会と日本公認会計士

ことは︑会員の今後の業

指摘があった︒

智之︶ 業務及び組織再編スキー

売上の過大計上︑欠損金

業活性化ワーキングチー

依頼する場合︑法人の破

認会計士に対して業務を

次いで︑弁護士から公

賦課率の引上げ等の事情

何ができるのか︑弁護士

として︑会計事務所に舞

された︒

があると説明を受けた︒

課︑企業取引課︑国際カ

は︑決して特別な分野で

い込む遺言・相続問題な

いる︒

執行強化の点では︑韓

説明することによって︑

としてどのような支援が
業務でもない︒ただ︑新

学 ︶﹂ 佐 伯 啓 思 著 ち く ま

らえたの

研修会は毎年開催する

当会会員と日本公認会計

予定なので︑ベテランの

学芸文庫です︒

問先の労働問題︑債権回

会員から若手の会員ま

務に少しは役に立つであ

かと思う︒

している︒ れる方も多いのではない

で︑多くの会員に参加し

ろうと信じている︒

けれども︑例えば交通

てもらい︑被害者支援に

しい制度が多いだけに︑

事故に遭った方からの相

敷居が高く感じ︑敬遠さ

では︑鋭

談や︑傷害や性犯罪の被

ついて幅広く知ってもら

ではない

い質問が

害者の方からの相談を受

えることを願っている︒

かと期待

飛び︑充

けることは一般的にある
それらの被害者の方々

質疑応答

実した研

ことと思われる︒その際︑ ︵犯罪被害者支援
が︑刑事手続の各段階で

精神構造を︑

世紀以降

近読んで印象に残った本

最後の後記として︑最

す︒興味のある方は是非

解するためにも有益で

す︒イギリス近代史を理

翻って検討した力作で

の近代世界システムまで

を一冊︒
﹁貨幣と欲望︵副

終わります︒

美奈子︶ 題 資 本 主 義 の 精 神 解 剖

委員会委員長
白石

グローバル資本主義の

修会とな
犯罪被

本号でデスクの仕事が

った︒
害者支援

藤田

者

常磐

國村

記

市川

山田

章弘︶

武司

重雄

淳一

豪

統子

一誠

長谷川篤司

勝俣

糸井

デスク

一読下さい︒

副座長

性化ワーキングチーム

待する︒

スが提供されることを期

る上質なリーガルサービ

県民等の要望に応えられ

業務上の連携が図られ︑

会計士との間で︑更なる

士協会神奈川県会の公認

弁護士が行うことのでき

できるのかを知っておく

会談終了後には︑審判

小田

はなく︑特定の一部の弁

電話／046−236−5110 予約受付時間／月〜金10：00〜12：00、13：00〜17：00
護士しか行わない特殊な

横浜弁護士会 海老名法律相談センター
解しても

法律事務所を訪問した︒

弁護士と
公認会計士との
業務提携

受講した会員にもよく理

講演会

る支援を具体例をあげて

た︒

いて闊達な議論が行われ

22

大和→

セブン
イレブン

ショッパ
プラザ海ーズ
老名

急線

地

電車基

20

同事務所は︑青瓦台を見

一方通行

連絡歩道橋
→
西口
新宿
駅
名
海老
相鉄線
至横浜
東口
● ● マルイ
ビナウォーク

陸橋

韓国 競 争 法の
実 態 調 査に 向 けて

具体例に基づいたケーススタディ

橋本→

JR
海老名駅

◆総合相談〈30分以内・5,000円〉
月・水・木・金
13：30〜15：30
JR相模線
◆多重債務相談
〈30分以内・無料〉
火
←厚木
13：30〜15：30
◆離婚相談
〈30分以内・5,000円〉 商工会館2Ｆ
田原
←小
第１・３月曜
13：30〜15：30

16

10

ことのできる制度︑また

14

（４）

横 浜 弁 護 士 会 新 聞
２ ０ １ ４ 年 ５ 月 号（ 第 ３ １ ６ 号 ）

