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更なる行政連携に向けて
−「お品書き」できました−

当会では︑市民に対する法的サービス向上のために行政との連携を充実さ

また︑法曹人口︑とり
わけ弁護士の人数が大き
く 増 加 し て い る 中 で︑
個々の弁護士はもちろ

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

最近︑横浜市役所の周

辺が随分と綺麗になって

いる︒花々が植えられ︑

でお弁当を広げている人

する法定団体です︒

識を高めることなどの提

昼間ともなれば︑ベンチ

する機会が増えていくこ

平成 年度関東十県会夏期研究会のご案内

布したいという声が聞か

以前︑やたらと鳩だけが

長の反応は上々で︑メニ

いて暗い雰囲気だったの

たちも多い︒その場所は

綱紀懲戒制度について

で︑あまりの変わりよう

案がなされた︒

は︑市民の被害拡大の防

に驚いた▼変わっていた

﹁お品書き﹂の内容に

止︑濫用的な申立に対す

とが期待される︒

ついて興味のある会員

る対策という両面から︑

こうした弁護士会から

は︑会員専用ホームペー

れた︒

弁護士会にどのようなサ

の積極的な広報により︑

ジをご覧ください︒

ービス提供を求められる

行政からの連携の申込み

かについて具体的なイメ

が増加し︑今まで以上に

ージを持ちやすいという

︵副会長

のは場所だけではない︒

多くの会員が行政に関与

裕︶ 手続の簡易迅速化が求め

声や︑早速各部局にも配

れている保護基金制度等

ために日弁連でも検討さ

ことに加え︑被害弁償の

のための仕組みを整える

は︑事件の円滑な引継ぎ

また︑被害救済の点で

躍していた選手が立派な

た︒たまに高校野球で活

らない選手ばかりだっ

えたのだが︑ほとんど知

プロ野球を見る機会が増

に付き合って︑テレビで

最近︑子どもの野球好き

ら委嘱された８名の委員

不祥事問題に市民の意見
の要望︑意見を広く聴取
３月

プレーしていたが︑昔よ

日︑当会会館に

の支配が社会の隅々まで

く知っていた懐かしの選

の設立が強く求められた︒ おじさんになって︵失礼︶

サブテーマであるラジ

手はコーチとしてベンチ

を構成員として︑昨年度

オＣＭについては︑大手

に座っている▼ふと気が

し︑当会の活動︑運営に

第３回目となる今回

広告会社に試験的に制作

つくと周りは確実に変化

年度第３回市民

て平成

は︑弁護士の不祥事及び

してもらい︑実際に放送

ってはいるだろうが︑年

された４本のＣＭについ

を重ねるにつれ︑自ら変

当会のラジオＣＭという

オの特性が生かされてい

化しようと努力するよ

二つのテーマが取り上げ

メインテーマである弁

て評価できる︑悩み事を

している︒では自分はど

護士の不祥事問題につい

抱えている人にとって解

うか︒見た目も含め変わ

ては︑不祥事の防止︑綱

り︑変わらない心地よさ

て︑意見︑感想が述べら

紀懲戒制度のあり方︑弁

決の糸口となると︑概ね

を選びがちだ▼槇原敬之

れた︒内容面では︑ラジ

護士の不祥事により市民

好評であった︒

修内容に不祥事の事例紹

された︒具体的には︑研

必要であるとの指摘がな

止にはきめ細かな対応が

影響するので︑不祥事防

が︑弁護士全体の評判に

の弁護士が起こす不祥事

市民委員からは︑一部

することが提案された︒

広告がなされるよう検討

の選択等︑より効果的な

れ︑今後は︑放送時間帯

しいとの意見が多くなさ

ら広告の媒体として相応

ラジオ番組の質の高さか

観点から議論がなされた︒ 択したことについても︑

済のあり方という三つの

次回の市民会議は︑本

んでいってしまいそうで

ければ人生はどんどん進

か︒歌のタイトルは﹁ Life
〜 like nonst
Goes On
〜﹂︒何もしな
op music

のを探しているだろう

今の自分に一番似合うも

あった︒恋はさておき︑

やめないで﹂との歌詞が

方を 探すことをどうか

番似合う 服を恋を生き

さんの歌で﹁今の君に一

︵大河内 万紀子︶

広子︶ 恐ろしい︒

年７月の開催が予定され

滝島

ている︒

︵会員

介を取り入れるよう見直

ンタルヘルスに対する意

健康管理の一環としてメ

しを図ること︑弁護士の

媒体としてラジオを選

が被害を受けた場合の救

られた︒

発足したものである︒

られた︒

佐藤

ューが明示されたことで

場 所 軽井沢プリンスホテルウエスト

日 時 平成 年８月 日︵土︶ 時〜
13

に︑地域の様々な分野か

活発に議論する市民委員たち

ん︑弁護士会としても今
まで以上に弁護士が活躍

29

反映させることを目的

及ぼされるように努力し

できる領域を開拓し︑法

27

市民会議は︑市民から

会議が開催された︒

明を行ったところ︑各市

を手渡してその内容の説

に 引 き 続 き﹁ お 品 書 き ﹂

回りをした︒通常の挨拶

原市・小田原市︶に挨拶

川崎市・横須賀市・相模

のある自治体︵横浜市・

えて︑当会の本部・支部

４ 月︑﹁ お 品 書 き ﹂ を 携

竹森会長は︑就任した

ることを考えている︒

に︑より広範囲に配布す

成果をできるだけ効果的

思いに応えるべく︑その

ある︒竹森執行部はその

部には頭の下がる思いで

で︑後輩思いの前期執行

部が作成してくれたもの

間に合うよう︑前期執行

当期執行部の挨拶回りに

この﹁お品書き﹂は︑

る︒

政連携のお品書き﹂であ

で生まれたのが︑この﹁行

いる︒こうした状況の中

ていくことが求められて
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せる目的で︑
﹁行政連携のお品書き﹂と題するパンフレットを作成した︒こ

弁護士がいる自治体もあ
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れをきっかけに県内における弁護士と行政との連携が一層進展することが期

当会の﹁行政連携のお

るし︑弁護士の専門的な

待される︒

品書き﹂は︑自治体の事

る︒そして︑昨今では今

知見を行政に生かすため

まで以上の行政サービス

に︑弁護士を各種行政関

弁護士・弁護士会と行

の向上が求められてきて

務について弁護士・弁護

政との関係は︑これまで

おり︑自治体等の行政機

士会として︑どのような

は︑行政に対する不服申

関においては︑法律に関

係の会議体の委員として

立や行政訴訟について行

する専門的知識のニーズ

態様で協力できるかを

政に対立する代理人とし

はこれまで以上に高まっ

推薦するという例も多く

て関与し︑監視するとい

ているものと思われる︒

見られるようになってい

うのが一つの在り方であ

表にしたものである︒

った︒しかし︑行政を監

これに弁護士・弁護士会

﹁お品書き﹂として一覧

視する方法は裁判等で対

が積極的に対応していく
の見地からも重要なこと

ことは︑住民の権利保護
と言えよう︒

く︑行政の運営に弁護士
が関わっていくという方

立することばかりではな

向性もある︒実際︑顧問

「お品書き」を手に微笑む会長

日弁連副会長の１年を振り返る

憲法と法曹養成問題を担当して

ね︑様々な働きかけを行
うということを繰り返し
てまいりました︒主とし
て司法修習制度を担当し
ていたのですが︑まさし
く自分たちの後輩の問題
であるのに︑法曹三者で
も立場によって考え方が
大きく違い︑今更ながら︑
制度を変えていくことの
難しさを痛感いたしまし

を求めるシンポを開催し

生に対する給費制の復活

啓子

のなかった者としては︑

ていただきましたが︑こ

水地

本当にいきなりの大役

ンで発表したり︑ローエ

ーダーズ会議のセッショ

者からの引継案件も含め

で育って地方へ赴任した

かすだけではなく︑後輩

を︑日々の事件処理に生

年間で得た貴重な経験

られました︒特に最初の
頃はまったく畑違いのと

して︑難しい議論にも割

ですが︑実は︑今年度の

ご挨拶するはずだったの

させていただきました

も︑このコーナーで報告

以前︵平成

られたり︑福祉関係者と

法過疎の解消に取り組ん

赴任に向けて日々努力中

終わったはずが⁝

合にすんなりなじんでい

名に女性

ころにいると思っており

くことができたように思

日弁連副会長

会員
た︒そのような中で︑２

で︑予想さえしていなか

れにもまた大変勇気づけ

月には︑当会で司法修習

ったことでしたが︑今に

られました︒

いたと思います︒街頭宣

弁護士として最初の２

後︑任期を終えて帰って

このほか︑日韓バーリ

して思いますと︑大変に

伝活動やシンポジウムに

イシアでスピーチをした

くる弁護士は︑私が第１

良い経験をさせていただ

は︑毎回︑当会から多数

約３００件を受任するな

市民と弁護士との距離を

年間をかながわパブリッ

より近づけるための会務

ク法律事務所︵かなパブ︶ ど︑仕事のうえでも貴重

はもともと︑弁護士過疎

活動等に生かしていくこ

り︵用意していただいた

偏在地域に赴任・独立開

とで︑これまで支えてい

挨拶原稿を読んだだけで

業する若手弁護士を育て

ただいた方々への恩返し

のご参加をいただきまし

中には︑訴額数百円の

て送り出すとともに︑地

ができればと思っており

たし︑日弁連の憲法問題

山林の境界でもめる案件

方での任期を終えた弁護

ます︒今後とも︑
どうぞよ

達に伝えていくことや︑

など︑採算がとりにくい

士を受け入れ︑その弁護

号になります︒かなパブ

仕事もありましたが︑自

士が︑地方での経験を伝

な経験を積むことができ

事務所﹂に赴任していま

﹁中村ひまわり基金法律

分の畑で育てた野菜を持

ろしくお願いいたします︒

で過ごし︑その後︑平成

したが︑この度︑３年間

ってきてくださる依頼者

最後になりますが︑か

す が ︶︑ １ 年 の 間 に さ ま

の任期を終え︑かなパブ

えながらまた次の若手を

なパブには︑今後の地方

対策本部には︑当会の会

に帰ってまいりました︒

育てていくという︑経験
り︑国会の憲法審査会で

います︒

ました︒

ということで︑１年間

がいたり︑トラブルを抱

と人材の循環を通じて司

その後１年経ってどれ

憲法改正手続法につい

少ない高知県西部地域の

本当に良い経験ができて

えた高齢者を近隣住民が

得ることができました︒

ましたので︑会議の際に

私の赴任先の様子は︑

心配して相談に連れて来

て︑大きな力となってお

お会いするだけでほっと

横浜に戻ってきましたと

月︶に

昨年４月に日弁連副会

ほど変わったのかはよく

たようでもある１年を過

でもあり︑とても長かっ

ら︑あっという間のよう

門家の方々の意見を聞

し︑それぞれの分野の専

員会にはできるだけ出席

わかりませんが︑担当委

上で勉強して臨みまし

てまいりまして︑連休返

という大変な役割が回っ

を述べなければならない

て︑日弁連としての意見

したので︑顧問会議や推

人として関与しておりま

いては︑担当副会長の一

法曹養成制度改革につ

せんが︑どうぞご容赦く

か横弁のお仕事ができま

そんなこんなで︑なかな

いうことになりました︒

しばかり日弁連に残留と

態に︑特別嘱託として少

が一人もいないという事

多い高知市内まで２時間

も西に位置し︑弁護士の

細長い高知県の中でも最

な自然に恵まれ︑親切で

が︑四万十川などの豊か

うのは︑自分が住む地域

多く︑弁護士の仕事とい

い︑住みやすい地域です︒ りや人柄に触れる機会も

人懐っこい人柄の方が多

の人々の生活を支える仕

など︑地域住民の生活ぶ

がら問題の解決にあたる

顔の見える関係を築きな

後輩弁護士達を育て支え

に︑同じような志を持つ

責任の一端を担うととも

士として︑事務所経営の

もこれからは︑社員弁護

立された事務所です︒私

で行くことを目指して設

会の公設事務所で育った

す︒これからも是非︑当

闘中の弁護士達がいま

弁護士が少ない地域で奮

は︑かなパブを巣立って

また︑県内県外の各地に

の勤務弁護士達がおり︑

年

長に就任いたしましてか

ごしてまいりました︒

き︑少しずつ議論につい

た︒集団的自衛権行使容

法曹養成制度改革

１年前を思いますと︑

認については︑日比谷野

若手弁護士達が頑張って

ていけるようになったよ

ていく立場になります︒

ださいますようお願いい

事なのだということを実
進室︑あるいは政党に対

以上かかる場所ですの
外音楽堂でのリレートー

わからないまま︑様々な

で︑地域内の弁護士の需

いるな⁝⁝と︑かなパブ
要も高く︑３年間で︑事

ともども︑温かく応援し

本当に１年間にわたる

たします︒

私自身︑まだ弁護士６
して︑日弁連として取り

年目の若輩ではあります
まとめた方針に沿う見解

感しながら働くことがで
クを行ったり︑日弁連主

ます︒

きた３年間だったと思い
催の集会では司会を務め

務所内外を併せて約５８

憲法問題

ご支援ありがとうござい

委員会の委員の方々や事

会議に出席したり︑担当

ました︒

ていただけましたら幸い

に説得するべく︑本当に

です︒

毎日のように議論を重

が︑かなパブで育った最

るなどしました︒野音の

このように︑かなパブ
集会に参加すらしたこと

０件の相談を受け︑前任

憲法問題に関しては︑

初の２年間と地方での３

うに思います︒

12

日弁連副会長として何を

24

りしたような気がします︒ ５月の連休明けにいきな

務局の説明を聞いていた

地方での任期を終え、かなパブに戻ってきた筆者

裕子

重野

会員
年１月から︑弁護士が

帰ってきました！
ざまな体験をする機会を

司法過疎地での任期を終えて

員が何人も参加されてい

最前線
ブ
なパ
か
24

どうすべきなのかもよく

13
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４月のからっと晴れた日︒
地裁内の記者室でパソコンの
キーボードをたたいている
と︑不意にボーッという低い
音が聞こえました︒昼休みに
日本大通り周辺を歩くと︑パ
ラソルの下でカップを手にく
つろぐ背広姿の人もいて︑初
めての港町勤務を実感し︑足
取りも軽くなりました︒本年
度から神奈川県内の司法担当
になりました︒
普段は東京の社会部で別の
仕事をしているために常駐は
していませんが︑せっかく担

考えています︒
県と東京出身の私のつなが

ラブ
ク

戦後 年と横浜軍事裁判

月

日に

歳だっ
日

月７日︑横浜地

第 ２回

宣戦を布告したとし︑こ

ーナン首席検事は︑冒頭

の裁判は﹁文明の断乎た

陳述で︑日本の戦争指導

この裁判では︑被告人

る闘争﹂であるとしたが︑

ーズを死亡するに至らし

から虐待を受けたとする

横浜軍事裁判の法廷で

めたなどという罪状で起

元俘虜の宣誓供述書が証

は︑軍事委員会のやりか

者 は︑﹁ 文 明 ﹂ に 対 す る

拠として請求されたが︑

訴された︒

弁護側は︑元俘虜の証人

をしなかった︒敵国交戦

て採用し︑元俘虜の尋問

であるとして無罪弁論を

渡邊は︑人違いの起訴

との主張が弁護人によっ

尋問を求めた︒ところが︑ たこそ﹁文明﹂に反する

４ ０ ４ 頁 ︶︒渡邊は︑即 座

裁判を担当する軍事委員

に決断し受任を決めた︒
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行った︒判決は終身刑だ

間部
のである︒また同日︑渡

者には米国憲法の保護は

会員

に堪能な有力弁護士を選

翌日には︑米軍のジープ

った︒

て行われたのである︒

定し︑いつでも法廷に送

邊は︑大日本弁護士連合

適用されないというので

会は︑供述書を証拠とし

れるように準備をしてい

ある︒米国人弁護人は︑

年７月

に乗ってスガモ・プリズ

日最初の戦犯裁判が横浜
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と同じではないか︒われ
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事務員を務め︑後年︑そ

没︒彼のもとで長いこと

渡邊は︑昭和

ンに出向き︑被告人と接

で始まるので︑弁護人を

見した︒

やって来た若い弁護士か

日の同紙によると︑
日に開かれた公判手続の
打合せに出席したのは渡
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が蓮沼次郎︵ 期︶であ
へ第一復員省︵元陸軍省︶ かで︑永久に日本人弁護

えたことや︑米軍俘虜ロ

殴打足蹴などの暴行を加

ある︒５名の米軍俘虜に

分所での俘虜虐待事件で

した︒

戻るのはご免だ﹂と弁論

か︒ゲシュタボの状態に
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い︒
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る︒しかし︑その蓮沼も

京俘虜収容所第 ︵満島︶ をやめさせるために戦争

人が締め出しを食うかも

弁護士会が引受けるか否

しれん﹂とも言われた

の法務局担当官がやって

念︵？︶である︒

㎏
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超の副会長の団結から一

て消耗したせいか︑

と不慣れな仕事が重なっ
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たところ︑その副次的成
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若手の立候補を期待
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の部屋の一員となって見

る風景は限られるが︑こ

理事者室の窓から見え

事務局の適切かつ十分な

理事者の面々に囲まれ︑

題もあるが︑個性豊かな

確かに事務量も多く︑難

体力増強と通勤費削減の
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無理はしないようにして

体調を崩したことから︑

るが︑３年前の移転時に

置かれたままの状態であ

の机周りも床に書類等が
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おり︑迷惑をかけながら

待している︒
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果せればよいと思ってい

れ︑まずは無事に務めを

た者としては︑平凡であ

事者になる意思もなかっ
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極力避け︑酒は嗜まず︑
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サポートを受けている
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くの中堅ないし若手の会
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にたくさんあるようだ︒

ら不思議である︒

ないように思えてくるか

正幸

極東国際軍事裁判のキ

バート・ゴードン・テイ
たが間に合わなかった︒
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屋調査士会との間で協定

当会と神奈川県土地家
から︑弁護士との連携が

といった基本事項の解説

屋調査士の職務とは何か
若手会員にとり非常に有

氏のお話は︑経験が浅い

らの事項の専門家たる両

で︑幅広いテーマについ

求められる事例の紹介ま

ついてもヒントを得ら

業の連携が図れるのかに

どのような事案にて両士

益なものとなった︒また︑

日︑土地家屋
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て話があった︒当会会員
れ︑今後の業務の幅や厚
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正晃氏を講師に迎え︑当
も︑日々の業務において

抗戦
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溌剌プレー

意味や使い方について

を立て︑証拠収集に奔

増えてきました︒振り

のか︑と感じる場面が

します︒長い弁護士人

していたことを思い出

見 込 み が あ る︒
﹂と話

ンが共に切磋琢

磨して個の力・

チームの力を底

上げし︑今年こ

そ︑悲願の全国

大会優勝を目指

したい︒そのた

めに今日も筆者

は︑横浜拘置支

所での接見終了

ッティングセン

後︑上大岡のバ

ターへ向かうの
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安全配慮は重要だが︑

いる︒

理由に次々と撤廃されて

前のはずの遊具が危険を

また公園では︑当たり

る︒

浴場も見る間に減ってい

海が減った関係上︑海水

海岸線が浸食され遠浅の

みがなかったが︑近年は

ば海水浴くらいしか楽し

とで︑世代的に夏といえ
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４対４の引き分けで終わ

った︒今年初の対外試合

であり収穫も多かった

が︑まだまだ力不足を痛

感する試合となった︒

続く第二試合の対戦相

手は神戸ドルフィンズ︒

マリナーズは初回に一挙

隆爾会員が圧巻のピッチ

不動産を巡る事例に接す

ングを見せ︑相手打線を

会会館にて講演会が実施

を狙い打ちされ︑先制点

沈黙させた︒その後は内

された︒この協定は︑互

この講演では︑土地家

４点を取る猛攻を見せる

を許してしまう︒対する

野陣の拙い守備もあり２

みを広げるためのきっか

マリナーズは３回裏︑走

点を献上してしまった

ることが多々あるが︑登

なっている三港対抗戦

者を二塁において黒江卓

が︑５回から期待の大型

いの業務や研修につき会

めて有意義なものであっ ︵ 名 古 屋 ロ ー ヤ ー ズ︑ 神

郎会員がライト線に鮮や

右腕・辻居弘平会員がマ

と︑投げては先発の畑中

戸ドルフィンズ︑横浜マ

かな三塁打を放ち︑同点

ウンドに上がると︑６個

けとなったのではないだ

リナーズ︶が横浜市内で

に追いついた︒さらに４

のアウトのうち５個を三

記や測量に関する実務︑

たが︑これをスタートラ

開催された︒

回裏︑島武広会員︑安達

員を紹介し合うこと等を

インとして両会の連携を

名古屋ローヤーズが対

由幸会員の連続安打で逆

振で奪い︑４対２で勝利

日︑毎年恒例と

は︑知識
深めてゆくことに真の意

戦相手の第一試合は︑元

した︒

４月

や理解が
味がある︒それにより弁

嶋亮会員が先発投手︒初

転に成功するも︑相手も

ろうか︒

不十分だ
護士業務の更なる効率化

５回表に連続安打で再逆

またそれに関連する公図

と感じる
やワンストップ化につな

回は堂々たるピッチング

今年の三港対抗戦は︑

内容とするが︑その第一

場面もあ

で相手打線を翻弄するも

転︒その後も互いに点の

そのた

このように本講演は極

るのでは

げ︑ひいては依頼者の利

のの︑２回表︑走者二塁

弾としての講演会だった︒ や地積測量図など資料の

思われる︒ 益 に つ な げ て ゆ く こ と

ないかと

が︑今後の目標である︒

が︑溌剌としたプレーで

た︒選手起用の仕方が首

チームを盛り上げてくれ

久保

いたが︑チーム全体とし

地獄の春合宿での成果を

︵会員

体的に先を読み︑問題

脳陣の嬉しい悩みとなっ

存分に発揮できた選手も

め︑これ

してのやりがいを感じ

ている︒

あると疑われる人の刑

ては︑好機にあと一本ヒ

談や個人事件をやらせ

ットが出ず⁝という苦し

事事件です︒検討すべ

点を把握し︑納得いく

て頂きながら︑殆どの

や司法書士といった他

走し︑精一杯の弁護活

返ると１年目は︑指示

生の基盤となる時期︑

月には︑岐阜で全国

ることができた事件で

士登録をして︑２年目

した︒

い状況が目立ってしまっ

き点が多く︑弁護方針

まで事実と証拠を精査

事務所事件をボスと共

大会が開かれ︑それに出

を迎えました︒目の前

た︒一方で︑今年からマ

から非常に悩みまし

し判例や文献を調査し

同で受任し︑書面作成

現在意識しているこ
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場するための予選が夏か
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針を立てる力を鍛える
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や事件処理の方針︑依
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いるうちに１年が過ぎ

頼者対応に至るまで︑

ことです︒２年目を迎

す︒

とは︑先を読み自ら方

取り合いになり︑結果は
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﹁﹃何をすればいいです
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終わっていたことが多

持ち︑日々研鑽を重ね

会員

見の幅を広げようと務

う﹂という言葉をかけ

かったように思いま

ていきたいです︒

期

めています︒

て頂き︑胸を撫で下ろ

す︒今後は︑もっと具

ですか﹄と聞く新人は

これまで最も印象に

すとともに︑弁護士と

三塁打を放った黒江卓郎会員
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