年度中小企業シンポジウム

を呈し︑独自の鑑定を行

義の観点から︑不利な証

検察庁は︑最良証拠主

道な活動の結果︑

る思いであった︒

には︑ただただ頭が下が

弁連及び関弁連が共催す

神奈川県のアウトライ

ンと天秤をモチーフに

山山 ゆ り

した神奈川県弁護士会

▼この原稿を書いている

期

のは

年目

月が登録月であ

月１日︒私は

のロゴマークです︒

なので

り︑今季で弁護士

最後に︑当会刑事法制

ールを行い︑会場を活

くっていこうよ﹂とコ

それぞれ登録した時の思

験組の登録月は１月か︒

登録 月は

を迎える︒修習期間が２

委員会委員長の森卓爾会

気づけた︒

リズムに合わせて﹁平

員より閉幕の挨拶があ

年の弁護士の登録月は４

る講演では︑死刑廃止へ

り︑本イベントは盛況の

月︑修習期間が１年半の
の日弁連の取り組みが解

そして︑最後に齋藤

よ﹂
﹁平和ブランドつ

説され︑凶悪犯罪の抑止

内に幕を閉じた︒

月︑新司法試

力たり得るかという観点

︵会員

豪史︶ 宙也会員から提案され
刑廃止を説明し︑イギリ

関係という観点から︑死

と︑犯罪被害者支援との

若林

優れた点等が紹介された︒ 和憲法生かしていこう

スにおける修復的司法の

時半

等︑裁判の現況報告がな

16

更に︑大河内会員によ

された︒

55

15

平成

死刑が確定した︒鈴木泉

う決定を強行したこと

安全保障関連法の成立

館で︑ぶどう酒を

拠の存在を明かさず︑十

も︑世間から冷たい扱い

か月の身体拘束を経て︑

13

﹁あなたの会社︑それで大丈夫
〜債権回収のイロハ〜﹂

弁護団長や奥西氏の母や

も︑死刑判決確定後も︑
から１年が経過したこと

飲んだ女性５人が

分な証拠開示を行わな

を受けても︑なおもあき

の死刑囚﹂
︵ 監 督・ 鎌 田

静岡地裁の決定により釈

ある関係者の苦悩を包み

10

!?

日 時 平成 年 月 日
︵月︶ 時半〜
場 所 神奈川県弁護士会館

について︑考え直すきっ
かけとして適切な映画で
あった︒
続いて︑加藤弁護士に
よる講演では︑袴田事件
の再審の即時抗告審に
て︑東京高裁がＤＮＡ鑑

よる講演﹁死刑廃
妹が︑無罪を訴え闘い続

定の実施法について疑問
止に向けた日弁連
けたが︑奥西氏は釈放さ

再審請求をしては︑棄却

を受け︑９月

死亡した﹁名張毒

い︒裁判では﹁疑わしき

の上告棄却判決により︑

らめずに支援を続けるご

麗香︶が上映された後︑

放されている︒

隠さずありのままに描い

28

い出は︑季節とともに印

年前︒弁護

取り戻すために努力す

に反対し︑立憲主義を

ろにするあらゆる動き

求め︑憲法をないがし

た﹁安保法制の廃止を

整理相談は︑かなりの高

かった︒弁護士会の債務

るなどとは夢にも思わな

すかが仕事で︑取り戻せ

整理は如何に債務を減ら

士になった当時は︑債務

象に残る▼

る﹂旨のアピール文が

全盛期︒ある法律事務所

なかった︒消費者破産の

確率で受任をせざるを得

集会の途中では︑プ

採択された︒

ラカードを用いて﹁立

がバスを貸し切って免責

なった▼平成

であったが︑党派や組合︑ 憲 主 義 を 取 り 戻 そ う ﹂

う﹂というシュプレヒ

判決を契機に債務整理は

し弁済を否定する最高裁

る﹁憲法大集会２０１６

コールが２度行われ︑

年のみ な

人が参加し︑当会からも

雨にも負けず︑参加者

審尋に来ることが話題に

集会では︑三浦修会長

世代を超え︑約１８００ ﹁ 安 保 法 制 を 廃 止 し よ
立憲主義を取り戻そ
う！﹂をテーマとする集
会が開催された︒
当日はあいにくの大雨

多数の会員が参加した︒

安全保障関連法制定１

立憲主義を
取り戻そう！

の取り組み﹂が行

歳で死去

れることなく︑八王子医
療刑務所にて

映画は︑２つの
事件の死刑囚に焦
した︒

市︵当時︶の味噌

されることの繰り返しで

いずれの事件において

点を当てる︒昭和
年︑静岡県清水
会社で４人の焼死

あった︒その間に︑家族

ぶどう酒事件﹂︒

は被告人の利益に﹂の原

死刑が確定︒その後︑弁

加藤英典弁護士︵袴田事

名張毒ぶどう酒事件で

園で︑当会が主催し︑日

は引き裂かれ︑高齢化し︑ 横浜市神奈川区の反町公

袴田事件では︑

亡くなってしまう︒

元ボクサーの袴田

則が徹底されていない︒

護団や姉の秀子さんの地

件弁護団︶
による講演
﹁袴

は︑奥西勝氏が逮捕・起

ており︑死刑制度と︑え
ん罪︑再審制度の問題点

11

日土曜日︑ 年

体が見つかった
年︑三

﹁袴田事件﹂︒そし
て︑昭和

巌氏が逮捕・起訴

再審請求が棄却されて

重県名張市の公民

年︑最高裁

当日は︑映画﹁ふたり

て開催したものである︒

され︑昭和

映画上映会・講演会が開

本イベントは︑毎年︑

田事件・何故︑再審は始

年︑最高

家族︑そして弁護団の姿

死刑制度について議論を

まらないのか﹂と︑大河

訴され︑昭和

年７

深める企画として開催し

裁の上告棄却判決により

本作は︑事件の背後に

ていたものを︑今年の人

内秀明会員︵日弁連死刑

名が参加し

28

われた︒

URL http://www.
kanaben.or.jp/

廃止検討委員会委員︶に

た︒

24

10

28

憲法
集会

10

﹁死刑を考える日﹂映画上映会

催︑日弁連・関弁連共催

死刑制度を考え直す

９月３日︑当会会館に

89

催され︑一般市民︑当会

て︑﹁ 死 刑 を 考 え る 日 ﹂ により︑プレシンポとし

発 行 所
神奈川県弁護士会
横浜市中区
日本大通９番地
☎ 045 211 7707

権擁護大会第３分科会の

会員ら︑計

47

道部デスクの石橋学氏︑

帆教授や神奈川新聞社報

大学法科大学院の青井未

からの挨拶の後︑学習院

木村保夫会員から閉会

最後に日弁連副会長の

げ会場を盛り上げた︒

が一体となって声を上

みで多額の債権を回収で

来︒機械的な事務処理の

過払 金請 求ブームが到

儲かる事件に変わった︒

力が過払金の返還を宣伝

があった︒東京の新興勢

た︒その後︑参加者は

る︒弁護士の仕事も時代

して受任するようにな

きることに一抹の 違 和 感

反町公園から出発して

の挨拶があり︑集会は

代表の鷹巣直美氏︑安保

パレードを行い︑アピ

大成功のうちに終了し

関連法に反対するママの

和賞を﹂実行委員会共同

会＠神奈川のメンバーで

口二郎教授から発言があ

半田滋氏︑法政大学の山

一人一人が当事者であ

再認識するとともに︑

し︑立憲主義の危機を

参加者は︑集会を通

る思想があるらしい︒弁

を︑
﹁ 完 全 な 物 ﹂と 捉 え

に当たる

月︒東洋思想では︑満月

い▼十 五 夜 は 中 秋の 名

とは無関係ではいられな

ールを行った︒

り︑安保法制を廃止し︑

り︑連帯していかなけ

護士

という数字

立憲主義を取り戻すため

ればならないことを確

認した︒

相曽

真知子︶

にあきらめず私たち全員

た︒鷹巣氏は︑打楽器の

と の 重 要 性 が 確 認 さ れ ︵会員

が声を上げ続けていくこ

聞論説委員兼編集委員の

ある鈴木法子氏︑東京新

﹁憲法９条にノーベル平

18

41

テーマに合わせ︑当会主

50

14

年目に入っても完

15

36

47

長い︒

︵常磐 重雄︶

全には程遠い︒道はまだ

15

55

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ６ 年 １ １ 月 号（ 第 ３ ４ ６ 号 ）
（１）

新しい連載企画がスタ

ートします︒題して﹁情
報セキュリティを考える
をはじめましょう﹂
︒
今月から隔月で弁護士
の業務遂行上様々発生す

日︑厚木市で︑

絞って会員の皆様のため

器に通じた委員が知恵を

供するとともに︑ＩＴ機

最新の有用な情報を提

関係者に漏洩してしまう

事件の情報を別の事件の

信してしまい︑関係ない

いて︑表裏を間違えて送

は︑︵ １ ︶ 裏 紙 を 使 っ て

でも以前から推奨されて

そして︑第２に︑当会

でしょうか︒

れるということになるの

ような慎重さまで求めら

が︑繰り返し送信するこ

になる記事を作っていき
そもそもファックスを誤
とを予定しているような

と い う 問 題 の 他︑︵ ２ ︶ いるところではあります

実は︑弁護士の情報セ
送信してしまうという危

たいと思っています︒
キュリティについては︑
送信先の場合︵その代表
でしょう︶には︑宛先を

例は︑弁護士会や裁判所
慎重に確認の上登録して

険が日常的に発生してい
まず︑この︵１︶の人

おくことが︑人為的な失

ます︒
為的な失敗を根本的に回

敗を避ける何よりの知恵

日弁連でも以前から危機

避するためには︑裏紙を

ということになりましょ

感をもっていて︑ガイド
策定公表されています︒
使わないということが肝
う︒

から両面印刷をされては

志をお持ちの方は︑最初

るというような送り先へ

初めて送る︑一度だけ送

ただ︑その場合でも︑

月に

基本的には︑このガイド
要だと思います︵紙資源

なお︑この度﹁自由と
如何でしょうか︶︒

年

ラインを拠り所として︑
を浪費したくないという

ラインが平成

お話を進めたいと思いま

正義﹂でも︑同じような

す︒

情報セキュリティに関す

戦後

日︑福

年と横浜軍事裁判

第

会員

年

回

間部

俊明

ており︑軍司令官以下

名以上が起訴される大事

件になっていた︒

大尉は︑被告人質問の

機会を得ることができな

いまま︑昭和 年 月

日︑絞首刑の判決を言い

試補となった︒前橋地方

８名を法的手続を経るこ

だかりができたので行っ

っていたとき︑構内で人

連合会理事長︶︒

昭和

年度横浜弁護士会会長︑

年代に︑法務省

た︒桃井は︑大尉の被告

の資料だけは渡さなかっ

に提出したが︑この事件

他の事件の資料は法務省

回収をした際︑桃井は︑

元弁護人から弁護資料の

が検事を各地に派遣して

昭和

を裁判後も保管し続けた︒

果︑終身刑に軽減された

再審申立を行い︑その結

し︑他の弁護人とともに

や家族等の嘆願書を作成

裁判所判事を経て退官

となく軍刀で斬首する事

てみると︑米人俘虜の処

査を行うことになった

この事件は︑旧日本軍

り︑今なお︑調査研究の

に検討すべき事件であ

国際法に照らして総合的

隊が行った事件として︑

空襲に曝された直後の軍

戦争末期︑米軍機による

名の処刑を終えて帰ろう

て︑軍刀を借りて俘虜１

とを志願した︒許可を得

て処刑の執行者になるこ

襲で死亡したことを述べ

理解し︑母親が昨夜の空

を踏んで行われていると

尉は︑それが正規の手続

る事件であるが︑他方で︑ 官が立ち会っており︑大

の長男がいた︒

事件当時

は︑桃井と同じ年であり︑ の出発点となった︒平成

てほしいと訴えた︒大尉

とを主張する機会を与え

が戦争犯罪人ではないこ

希望を述べ︑法廷で自分

り︑弁護方針についての

の処刑に至る経緯を語

長文の手紙を書き︑３名

人質問を実現できないま
連のホームページ上の会

持続が求められている︒

としたところ︑更にやる

年に発行した﹁法廷の

当会の軍事裁判調査研究

料は︑平成８年に始まる

桃井が保管していた資

ればと考えていた︒

全容をいつかは知らなけ

判に納得がいかず︑その

ま絞首刑判決に至った裁
員情報と照らし合わせる

実は︑この処刑が行わ

星条旗﹂︵日本評論社︶は︑

頁を割いて西部軍事件
れ︑死者９０２人︑行方

首した︒この行為が︑戦

引き続き２名の俘虜を斬

原爆投下の翌日である８

虜斬首事件は︑長崎への ︵ ３ １ ３ 号 事 件 ︶ の 検 討

西部軍における米軍俘

歳︒妻と２歳
れた日の前夜︑福岡市で

大尉は︑桃井に何度も

年度関東弁護士会
における法の支配がいか

刑が始まっていた︒法務

委員長

渡された︒桃井は︑本人

万０５９９人︵総務省調

し︑昭和

験に合格し︑翌年司法官

月︑高等試験司法科試

大学を卒業後︑昭和

月に東京で生まれ︑中央

る︒桃井は︑大正３年２

ったのが桃井銈次であ

この事件の弁護人とな

号事件である︒

西部軍事件と桃井銈次

昭和 年６月

査︶という大きな被害が
そこで︑第３に︑登録

件が起きた︒最も多い３

が︑同年３月︑横浜弁護

年７月︑陸軍

発 生 し た︒ 大 尉 は︑﹁ 翌
先以外に送る場合︑最近

名を斬首したのがＴ主計

士会に入会した︵昭和

岡市内にあった西部軍の

報セキュリティの問題は ︵ ２ ︶ の 誤 送 信 の 問 題 と

の複合機にある二度同じ

大尉だった︒なぜ︑裁判

部隊に戻った大尉が母

構内で︑アメリカ人俘虜

法務部見習士官︑同年８

いうことになります︒こ

番号を押して初めて送信

抜きの斬首が行われたの

親の遺体を納める棺を作

年１月︑第１復員

れを防ぐための︑第１の

が始まる機能を利用する

か︒なぜ︑主計大尉が３

の送信での失敗の可能性

月︑陸軍法務中尉となり︑ が︑桃井はこの事件資料

懲戒に至ってしまうよう

前提は︑相手先のファッ

ことをお勧めしたいと思

人もの俘虜斬首を執行し

が残ります︒

日午前中︑母の安否をた

昭和

な深刻な問題であるにも

クス番号の情報に間違い

います︒これは単純な番

そして︑ファックスで

ずねて焼け跡をさまよい

かかわらず︑身近で日常

がないということです︒

号の押し間違いという人

の一番の問題は︑やはり

数百の焼死体を１つ１つ

省嘱託として︑横浜で始

的に発生する問題でもあ

相手方の送り状に書かれ

る連載が始まることにな

見て歩いた︒正午頃︑母

まった軍事裁判関係の調

り︑繰り返し︑観点をか

ていた相手方自身のファ

たのか︒

歳︶︒

えて︑考える機会を持つ

間の失敗を予防する優れ
ています︒相手方が弁護 ︵ＩＴ委員会

正男︶ に脆弱であったかを物語

年

ことはむしろ良いことだ

ックス番号に間違いがあ

そして︑記念すべき第

と思います︒
１回目の本稿では︑ファ

士の場合︑やはり︑日弁

団事務所を排除すること

ように言われ︑大尉は︑
不明２４４人︑負傷者１

月

はＢ
ともに︑改めて暴力団排

後戦争犯罪に該当すると

日にも起き

︵次回へ続く︶

結果を掲載している︒

除の必要性を確認した︒

して起訴された︒３１３

日と﹁玉音放送﹂の

０７８人︑罹災戸数１万

あった８月

30

29

10

の 屍 体 を 発 見 し た ﹂︵ 享

昭和43年度当会会長
桃井銈次

たＩＴ技術だと思います︒

し︑ちょっとした工夫で

いて︑その落し穴を指摘

ックスの問題を取り上げ

の重要性を訴えた︒

12

70

ったという例も報告され

っているようですが︑情

20

による空襲が行わ

本田

これを回避するための知

ファックスについて

ることにしました︒

思います︒

ともに︑官民一体となっ

23

載
２６９３戸︑罹災人口６

会場に集まった市民と

た暴力団排除に向けた意
思の統一を図ることを目
当会民事介入暴力対策

的としたもの︒

30

12

恵をご一緒に考えたいと

る情報漏洩の危険性につ

その１
ファックス編

暴力団のいない街に
９月

当会が後援する暴力団排
除総決起大会が開催され
た︒昨年の六代目山口組
の分裂を受けて県内でも

16

40

はじめましょう
委員会の島崎友樹委員長

55

21

51

10

を
が講演し︑地域から暴力

14

43

20

31

15

緊張が高まる中︑市民の
暴力団排除意識の向上と

11

25

連
20

29

28

（２）
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９月

日︑当会会館に

このような前置きの

だ︒

示しつつ︑それに対する
疑問を呈する形で講演を

ある本人のための法規
すい講演であったのにこ

実際はとても分かりや

締めくくった︒

制︑つまりパターナリズ
う書くと意味不明であ

後︑米村氏は︑テーマで

ムに基づく法規制につい
る︒さすがは法哲学︒

ズムに対する哲学者Ｊ・

主義︑古典的パターナリ

制と根底にあるエリート

ターナリズムによる法規

米村氏は︑古典的なパ

イ ア ス ︶︑ 今 更 禁 煙 し よ

を軽く考え︵楽観主義バ

より︑自らの健康リスク

れる認知や判断の偏りに

すなわち人間共通に見ら

る私は︑﹁認知バイアス﹂︑

要するに︑喫煙者であ

て︑実例や歴史的経緯を

ごとく︑講演は﹁法哲学
Ｓ・ミルの批判︑ミルの

交えて解説した︒

とは何か﹂の解説から始

うとも思わない︵現状維

理事者室

持 バ イ ア ス ︶︒ そ ん な 私

会に行ってきた︒

で開催された人権擁護大

ついて解説したうえ︑新

︵会員

である︒

名︒

しいパターナリズムの意

加者は

学︒
法哲学って何だっけ︒ より掘り下げた﹁そもそ

義に一定の理解と評価を

ちに取材を受けた家に︑放送

啓明︶

他方︑マスコミにとっては辛

後︑他のマスコミが押し寄せ

川添

また︑遺族の対応は落ち着

い面もある︒直接︑取材の趣

分から

分の飛

髙橋

健一郎

ではあろう︒ただ︑今回人

権擁護大会に参加して︑

それのみならず︑大会宣

言にみられるような制度

構築︑社会全体に向けた

取組が︑いかに弁護士に

期待されているかを︵何

を今さらと叱責されそう

だが︶
︑強く感じさせら

刑罰制度関連︶

法教育関連と︑死刑廃止・

加 し た︒︵ 他 の 二 つ は︑

保法制関連の分科会に参

かれ︑私は立憲主義・安

沿って３つの分科会に分

義 の 実 現 は︑ 弁 護 士 が

弁護士法一条の社会正

あふれる会議であった︒

問︑意見等で︑実に熱気

だが︑発言者の真剣な質

様々な意見があるところ

採択過程等については

で続いた︒宣言の内容や

直前の午後５時半過ぎま

尽くしていきたい︒

期も神奈弁のため︑力を

生かして︑残る理事者任

に参加した今回の体験を

て︑初めて人権擁護大会

った︶
︒理事者に就任し

かろうか︵私もそうであ

か足が向かないのではな

等には︑現実にはなかな

連の総会や人権擁護大会

そうは言っても︑日弁

れた︒

ら大会宣言を採択する会

個々の事件を適正に処理

会議は︑公式懇親会の

帰路に着いた︒

議︒前日の日直を終えた

することによりもたらさ

ているが︑常議員になる

内の会員は過半数を超え

が全て横浜市内の事務所

く見ると︑本部の常議員

に思われるが︑更に詳し

構成を反映しているよう

時か

苑田副会長が朝から合

いが︑これは私の所属す

る相模原支部において立

候補忘れという悲劇があ

ったためである︒

こうしてみると︑今期

今期の常議員会は︑定

％という数

のは登録２年目以降の会

の常議員会は︑概ね会員

名に増えて

員なので︑

が達成できたといえるで

員会へという増員の目的

字は︑若い期の方を常議

なお︑今期常議員を

い︵？︶ところである︒

の会員であったのが惜し

名から

２年目︑初の選挙により

常議員の定員増を求め

構成されている︒

た公益活動等推進委員会

期の私は

番目で

期から順に並べてみる

と︑

あった︒若手とは言い張

ちなみに︑男女構成を

あろう︒

み る と︑ 女 性 は ７ 人

自覚し︑残りの常議員会︑

れない位置であることを

％

・ ５ ％︶ で あ っ た︒

当会の女性会員は約

期相応にまともな質問や

期まで

であるから︑あと一人ぐ

意見が述べられるよう︑

期から

と幅広い期の会員によっ

しっかり予習をして臨む

会全体で支部会員は概ね

こととしたい︒

らい増えてもよいのかも

人︵

年以

・ ５ ％︶︒

しれない︒また︑支部会

年以内の方は

会全体では登録

員 は ９ 人︵

て構成されており︑登録

今期は

である︒調べてみると︑ ︵

の構成が気になるところ

は︑期・男女比・地域等

に所属している私として

員

選ばれた常議員によって

翌７日は︑午前

流︑７日の日直担当の宮

れると考えられるところ

％であるからやや少な

下副会長は︑この日の早

ムは大会宣言のテーマに

に向かった︒シンポジウ

行機で︑福井︵小松空港︶ 朝︑一足早く神奈弁への

副会長

熱気あふれる会議

にパターナリスティック

シンポジウム︒私達理事

月６〜８日︑福井市

な 国 が 言 う︒﹁ 君︑ そ の

て掲題の研修会が開催さ
批判に対する近年の行動

は︑法の在り方について︑ 究からの修正︑とりわけ

判断間違ってるから︒体

者は︑弁護士会日直担当

も論﹂が気になってしま

経済学における実証的研
人間行動における﹁認知

の苑田副会長を除く５人

う︒それが法哲学者なの

米村氏曰く︑法哲学と

バイアス﹂の存在の実証

壊さないようにタバコ規

まった︒

より抽象的で包括的な理

制してあげる﹂

れた︒喫煙者である私は

解を希求する学問とのこ

とこれを根拠に台頭する

予断を持って臨んだ︒参

と︒法学者や実務家と異

時

講師は横浜国立大学の

なり︑紛争や裁判を離れ︑ 新しいパターナリズムに

冒頭講師紹介から不安に

やはり私の答えは﹁否﹂ が︑羽田発８時

６日は︑

米村幸太郎准教授であ

10

る︒米村氏の専門は法哲

﹁ 否︒ 規 制 は 不 可 ﹂ と の

だ

会員 徳久 京子（51期）

陥る︒それを見抜くかの

いていた印象を受けた︒これ

たため︑取材拒否となること

相模原市の障害者殺傷事件
から２か月︒これまで犠牲者

旨や目的を説明できないた

なる場合があります︒機会を

次第に思いを社会に訴えたく

頂けないでしょうか︒家族は︑

族との橋渡しの相談に乗って

お願いがあります︒被害者家

そこで︑担当弁護士に１つ

団結するのは難しい︒

でない場合︑記者クラブ内で

もあった︒被害者の住所が公

は神奈川県弁護士会独自の犯

遺

時
る

の遺族や︑重傷者の家族を訪
ねてきた︒多くは﹁答えられ
る状況に無い﹂と断られた︒
無理もない︒突然︑家族が事
件に巻き込まれて混乱してい
る時に︑家に取材が来て喜ぶ
人は少ない︒それでも事件直
後から︑被害を受けた思いを
私たちに訴えて下さった家族

見極めて頂き︑合同取材など

直宏︶

互いに有益な方法もご検討頂
けると有難いです︒
︵ＮＨＫ横浜放送局
戸叶

18

もいた︒お話を頂いた方に共

め︑こちらの思いを知って頂
◇

51

通 す る の は︑
﹁意思疎通は難
しくても︑たまの笑顔に癒さ
れ︑怒る姿もかわいい﹂など
障害を持つ家族を愛する強い

罪被害者支援センターの効果

く機会を作れないからだ︒ま

気持ちだ︒植松容疑者が手紙
に記した﹁保護者の疲れきっ

だろう︒事件の後︑すぐに法

30

講師の米村准教授

た表情﹂とは違う真実が︑そ

◇

よ

％︶であった︒

22

『認知バイアス』が拓く新しい法規制の可能性

た今回は︑弁護士が来ないう

20

17

本人のための喫煙規制は許されるか？

律の専門家がつけば心強い︒

40

30

20

10

67

16

10

14

40

40

横浜国立大学共催研修会
こには確かにあった︒

14

23

17

り

35

10

いを語
が思
族

12

常議員会の構成は？
常議員会
の い ま
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公認会計士が期待する
法務とは？

というテーマや︑英米式

た今後されていくべきか
もった歓待をしていただ

日間にわたり大変心のこ

ある︒

会の今後の課題の一つで

お礼ができるか︑当研究

景子︶

いた︒次に日本で開催さ

村瀬

を指向していた刑事司法

︵会員

この秋に修習
手当の創設を

を持つ︒現在の経済的発

の起点として栄えた歴史

市で︑海のシルクロード

沿岸部に位置する港湾都

重要産業の発展を優先す

禁法の企業結合規制が︑

講演が行われた︒中国独

湾・日本の計

名による

議論について︑中国・台

法等の諸分野の法改正の

皮切りに︑競争法・訴訟

華僑大学の方々には４

る︒

設ける予定とのことであ

来年には日本にも拠点を

ための業務を主軸とし︑

国企業が海外投資をする

中心だったが︑今後は中

企業の中国投資の支援が

護士は４３００名︒海外

部会によるものである︒

センター運営委員会渉外

られる中︑裁判所法の改

材確保の充実が取り上げ

への経済的支援・法曹人

方針において司法修習生

６月２日の政府の骨太の

この市民集会は︑本年

日に仙台

正と修習手当の創設を目
指して︑７月

は？﹂をテー

待する法務と

ように感じています﹂と

弁護士が神奈川に少ない

中には﹁会社法に詳しい

様々な意見があったが︑

アンケート結果には

演会に参加した若手弁護

ていただけたと思う︒講

解けた雰囲気の講演をし

で︑非常に熱心かつ打ち

新進気鋭の若手会計士

て個人事務所を開設した

に大手監査法人を独立し

願いしたい︒

今後も積極的な協力をお

当会会員の皆様には︑

である︒

企画を実施していく予定

しており︑今後も様々な

の合同相談会も多数開催

する相談会など他士業と

会︑９月には不動産に関

れた後︑広島弁護士会の

水中誠三弁護士から三浦

修会長にバトンリレーが

ジャーナリストの堀潤氏

基調講演には︑フリー

も登壇し︑法曹を目指す

ギナーズ・ネットの学生

をいただいた︒また︑ビ

なされて開会となった︒

をお招きし︑パブリック

ことへの経済的不安を訴

続くパネルディスカッ

えた︒

ションでは︑堀氏︑元日

アクセスの重要性や︑市

に考えていくことの意味

民と法曹など専門家が共

について︑貴重なご意見

弁連会長の宇都宮

健児弁護士らによ

り︑法曹志望者が

激減している現状

や︑あるべき司法

修習制度ひいては

教育制度について

充実した議論が交

わされた︒

最後に︑三浦会

長から閉会の挨拶

があり︑その後は

皆で登壇しバトン

を繋ぐビデオメッ

セージを撮影して

盛況のうちに閉会

した︒

↑東
京

横浜
駅

西口

れるシンポでどのように

会情勢の変動が司法に反

岡︑名古屋︑大阪︑金沢︑

展も著しく︑アモイ空港

る産業政策と衝突した場

深めていく必要がある

マに講演会が

いうような身につまされ

士にも非常に親しみやす

ヨドバシ
カメラ 横浜モアーズ

制度改革が︑裁判官の集

当研究会代表幹事の鈴
映されたダイナミックな

札幌︑広島と各地リレー

から始まり︑その後︑福
にて﹁この秋からの司法

形式で開催されてきた︒

９月 日︑関内ホール
修習生への修習手当の創

から向かう道中では︑林

合にいかに調整され︑ま

が︑そのためには弁護士

渉外部会では︑これまで

開催された︒

る意見もあった︒地域住

かったのではないだろう

修習手当の創設

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ

団汚職事件の発生等を契
機に４年前から独・日本
式を指向するものに一新
されたという台湾の刑事

木満会員が法科大学院教
話が印象的だった︒

は盈科律師事務所の泉州

設を目指す全国リレー市

立というより群生する超

サルティングなど︶の解

様々な士業団体との協議

講演では︑は

民や企業の多様な要望に

神奈川県弁護士会 横浜駅西口法律相談センター

については︑今後︑

髙島屋

★

県民センター

環状1号

TSプラザビル
4F

独占禁止法研究会国際シンポジウム

講演会

横浜鶴屋町
郵便局
きた西口

榎本

者

市川

勝俣

記

川添

本間

山田

吾郎︶

豪

統子

重雄

啓明

久雄

一誠

長谷川篤司

常磐

デスク

状も認知バイアス？

ってきます︒この手の症

もろもろ購買意欲も高ま

ヶ月継続︒
季節もかわり︑

こそこの減アマゾンを１

代えがきかない等で︑そ

もやむなし︑電子書籍は

の備品は例外に︑日用品

ゾン︒開始早々︑事務所

多さに意を決し︑断アマ

ここ半年の購入履歴の

︵会員

国会に伝えていきたい︒

が︑この勢いを是非とも

場を迎えることとなる

国会・院内集会という山

債務整理相談
◆相談時間 30分以内
月
９：45〜11：45
火・水・金 13：45〜15：45
◆相談料金 無料

インターネット予約は
ひまわり相談ネットから

◆相談時間 30分以内
月・火・木・金 ９：45〜11：45
13：45〜15：45
水
９：45〜11：45
13：45〜15：45
17：00〜19：00
土
10：00〜12：00
13：00〜15：00
◆相談料金 5,000円（税込）

司法改革を東アジアの
うねりの中から考えてみる
当会独禁法研究会は︑
授を務めている桐蔭横浜

華僑大学講堂前にて

電 話／045−620−8300
予約受付時間
月・火・木・金 ９：30〜17：00
水 ９：30〜19：00
土 ９：30〜15：30

総合相談

司法事情など︑近時の社
華僑大学で開催された
大学と華僑大学とは︑平

分所を訪問し︑泉州市律

シンポジウムの翌日に

改革の先端問題に関する

﹁東アジアにおける司法

師協会の監事の方々と共

年に東アジア法律文

化研究センターを共同設

成
立して交互にシンポジウ

国際シンポジウム﹂への
日︑９名

日から

参加を主たる目的とし︑

冒頭︑全国各地からのビ

９月

関東﹂が当会主
催︑日弁連︑関弁連︑

高層タワーマンションに

説がなされ︑続いて公認

にも更なる研鑽が求めら

会を重ねてきた︒今回の

の弁護士会の共催で開催

まず圧倒された︒

会計士の方々に﹁法務専

担当講師は︑中央大学

れているように感じた︒

じめに公認会

応えるためには︑今後も

士業合同相談

計士の業務内

デオメッセージが上映さ

民集会
の拠点を有し︑弁

だいた︒同事務所は国内

当会会館にて

門家にお願いしたいこ

外に

日本公認会計

と﹂というテーマで事前

ような講演会のほか︑７

された︒

士協会神奈川

法学部出身ということで

月には

容︵監査及び

日︑

県会所属の望

にアンケート調査をした

法務にも詳しく︑３年前

両大学副学長の挨拶を

はその３回目となる︒

に昼食会を開催していた

12
裕士︶

か︒

畑

公認会計士を含む他士業

︵会員
との協働関係をより一層

この企画は︑法律相談

会計業務の方

認会計士が期

31

10

法︑経営コン

９月

月史郎氏を講

結果が報告された︒

泉州市は福建省の東南

を訪問した︒

25

29

ムを主催しており︑今回

25

のメンバーで中国泉州市

22

師に招き︑﹁公

72

in

11

27

（４）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ６ 年 １ １ 月 号（ 第 ３ ４ ６ 号 ）

