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決された後︑司法改革関

の外部移設が想定されて
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金に関する会規制定の件

散発的に積み立てられて

件︵第４号議案︶が上程

弁護士のイメージアップ

しいものがあり︑急激な

きた経緯を説明し︑当会

問題︑人権大会︑同第２

と理解向上に務めたいと

一方で︑平成 年度か

可能性が高いという︒

分 科 会︵ 自 殺 問 題 ︶︑ 独

基金に関する会規制定の

︵第３号議案︶︑退職積立

占禁止法改正︑人権行動

司法改革のひずみも出て
ほど消費問題対策委員会

きています︒
に関係してきましたの

年
会規改正︑広告・インタ

任された副会長として︑

私は日弁連では︑

考えています︒

ーネット関係会則会規改

で︑それに関連する分野

宣言︑債務整理関係会則

正︑業務妨害対策︑人権

連での議論や意見を当会

共夫

自由人権規約個人通報制

多く︑理解するのにも苦

当会での議論や意見を大
度など 以上にもなりま

切にするとともに︑日弁
用パソコンのセットアッ

した︒

が︑初めて接する分野も
プや日程調整をしまし

武井

17

擁護︑国内人権機関実現︑ は あ る 程 度 分 か り ま す

20

10

28

全般︑消費者問題︑貧困

10

42

の挨拶もその机の上で打

10

臨時総会

年度日本

日弁連副会長に
就任して

４月に平成

弁護士連合会副会長に就

就任となりました︒

った会長より一足お先の

横浜弁護士会︑関東十

任しました︒

４月２日に会館

副会長室に初出勤し︑専

階の

県会︑関東弁護士会連合
会と順次推薦を戴き︑３

16

13

13

いずれの議案も
賛成多数で可決
24
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どを交えて︑立体的な説

った点や︑工夫した点な

制度の知識だけであれ

関与している弁護士が少

ば︑文献を調べるなどす

ないのが実情である︒関
聞かれるのは︑どんなこ

犯罪被害者 支 援 委 員 会 研 修
とをするのかよくわから

明がなされた︒

犯罪被害者支援の必要が叫ば

与していない理由で多く
れ︑近年︑犯罪被害者参加制度の
ないということであった︒ れば知り得るが︑実務的

常議員会 正・副議長就任のご挨拶

自由闊達な意見の場に

神

秀明

横浜総局

秀樹

朝日新聞社

脇阪

井上

総局長

横浜支局長

読売新聞東京本社

山本

横浜

修司

嘉明

毎日新聞社

︿２面より ﹀ 理事代行

高木

神奈川県臨床心理士会

会長

特定非営利活動法人

奈川被害者支援センター

阿部

神奈川県警・司法

ました︒しかしながら︑

の木村保夫会員が就任し

員・神奈川新聞社

横浜地方裁判所委員会委

山岸

論説

常議員会は全会員の代表

委員会

副主幹

として立法府の立場にあ

弘孝

横浜地方裁判所委員会委

中嶌

の意見と対立することも

員・日本放送協会横浜放

る組織です︒時に執行部

あるでしょう︒議事を円

産経新聞社

役

横浜支局

風間

横浜総局

加藤

専務取締

総局長

廉

東京新聞社

立尾

正樹

良二

正人

支局長

横浜総局長

智彦

横浜支局長

泉

時事通信社

共同通信社

稲葉

横浜地方裁判所委員会委

啓実

医用工学部

萩原

杉﨑

副

久美子

秀志

公明党神奈川県議会議員

曽我部

民主党・かながわクラブ

茂

日本弁護士政治連盟神奈

員・桐蔭横浜大学

神奈川県議会議員団

青木

に任せた船客の代表とし

研究科長

団長

紀美子

送局

放送部長

滑に進行させるだけでな

て︑反対意見も含め自由

教授

く︑いわば舵取りを船頭

闊達な意見が出るような

横浜家庭裁判所委員会

支部長

土俵造りに努めていきた

亀井学

鈴木

みんなの党神奈川県議会

団長

軽部

義偉

中林美恵子

団

議員団

菅

英子

理事

衆議院議員

岡本

観一郎

衆議院議員

池田 元久

亀井

長・園長

衆議院議員

園寺尾第二幼稚園

川支部

いと考えています︒１年

委員・学校法人

工学

間よろしくお願い致しま
す︒

横浜家庭裁判所委員会委

衆議院議員

首藤

整理部長

衆議院議員

橘

笠ひろふみ

局次長

衆議院議員

本村賢太郎

小野

国

勇一

衆議院議員

信彦

和夫

国

明男

衆議院議員

横浜国立大学大学院

教

編集

横浜国立大学大学院

教

員・神奈川新聞社

際社会科学研究科長

際経済法学系委員長

期︶

ところが︑副議長が毎

授

啓︵

回常議員会速報を起案す

横浜国立大学大学院

原田 一明

法

根本 洋一

衆議院議員

衆議院議員

衆議院議員

衆議院議員

衆議院議員

衆議院議員

三村

松本

古屋

志位

和也

純

範子

和夫

勝又恒一郎

浅尾慶一郎

神山 洋介

秀徳

るとか︑横弁新聞の﹁常

神奈川大学大学院法務研

衆議院議員

て執行部でがんばってい

の若い先生が副会長とし

一般社団法人

研究科長

哲

関東学院大学大学院法務

参議院議員

参議院議員

衆議院議員

牧山ひろえ

金子

山崎

洋一

誠

安達

教授

和志

法務研究科委員長

長谷部

議員会のいま﹂の執筆者

曹実務専攻長

か ら︑﹁ 聞 い て な い ん で

究科

るのだから︑と観念した

Ｎ

ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ

衆議院議員

相原 史乃

で降りてきて︑断る理由

甘利

す︒常議員会に全部出席

衆議院議員

明

代表

が見あたらず︑
万事休す︒ とよろしく御願いします︒ 日本文化芸術機構

ＪＡＰＡ

松原

次第ですが︑１年間何か

あとの祭り︒自分より期

らないで副議長になって

すけど﹂と叫んでみても

授

を選定するとか︑何も知

井上

真司

支局

高尋

担当

みも出て来ています︒会

榊原

理事長

員数も１３００名近い規

副会長

横浜地方裁判所委員会委

なお︑ランチタイムの

告規制といった個々の会

今年度の会長には同期

ただいて以来となります︒ れてくると思われます︒
司法制度改革推進計画

会

なことは経験した弁護士

そこで︑今回の犯罪被

期︶

からの話に優るものはな

害者支援委員会の研修

創設など被害者支援制度が充実し
てきているが︑犯罪被害者支援に

講義であったため︑ラン

模になり︑法律相談セン

員に関わる問題も山積し

になり控訴は断念したが︑高裁

者の会会長を務め︑文科省に要

直久 ︵

神奈川新聞社

い︒被害者支援を多く経

が閣議決定されてから

会員︑小林理英会員で︑
チ持参もＯＫであった

ターや会館問題︑会財政

うに見えた︒やはり講義

年

議員会議長に選任されま

ており︑執行部から山の

﹁ 教 師︑ 生 徒︑ 親 が 不 安 を 抱
で事故原因の背景をさらにはっ

副議長

聞いてないんですけど

10
もらえるという﹁ウワサ﹂
があるので︑第１回の常
議員会に配られた今年度
の日程表をチェックする
と︑何と全回日程確保で
きてしまう︒これが実は
伏線で︑議長は飯田直久
先生がすぐに選出された
のですが︑副議長が決ま

期は五十音順に常議

連などの都合でいずれも

らない︒諸先輩方は日弁
息子のような被害者を１人で

ご辞退︒とうとう

期ま

員を出すことになってい
裕幸︶

て︑私は今回が２回めで
高橋

も減らしたい⁝︒小林さんは今
︵時事通信社

紀美江

員・都筑魅力アップ協議

は︑﹁ 犯 罪 被 害 者 支 援 の
験した講師の熱い講義

年が経過し︑弁護士を取

飯田

基本を学ぶ﹂と題して︑
に︑自分も犯罪被害者の

り巻く環境も変わってき

議長

分
力になりたいと思った会

時
員が多いのではないだろ

日の午前

から行われた︒聴講した

３月
弁護士は︑本部と支部あ

ただけでなく︑そのひず

これまで多数の犯罪被害

といった会固有の問題だ

講義では︑弁護士が支

を聴きながら︑というの

した︒常議員は平成

ように審議事項が提出さ

た︒
援をする上で知っておく

は食べにくいのであろう

度に当時の星野議長の下

けでなく︑業務改革や広

べき制度の内容や活用方

秀勝︶ で副議長を務めさせてい

畔柳

か︒
︵会員

法といった基本知識のみ
ならず︑事例に即してこ
れまでの実務で問題にな

える状況で武道の必修化を急ぐ

望書を提出するなど国に対策強

小林さんは全国柔道事故被害

必 要 は あ る の か ⁝﹂︒ 電 話 口 か

きりさせたかった﹂と悔しさを

20

も全国を飛び回る︒

気を強める︒

した指導が必要だ﹂と語

い︒安全配慮に向け徹底

生は知識も経験も少な

る︒日本ではどうか︒先

てライセンスを取得す

者が厳しい国家試験を経

だ︒﹁ フ ラ ン ス で は 指 導

のは指導者のレベル向上

今︑小林さんが訴える

った︒

を止めることはできなか

会を開催したが︑必修化の動き

化を呼びかけたり︑各地で講演

にじませる︒
中学１︑２年生の授業で今年

武道必修

…
策は
対

４月から導入された柔道や剣道
などの武道︒しかし︑柔道は学
年間で１１４人

校現場で事故が相次ぎ︑２０１
０年度までの

年度の常

が︑講義中は食べている

期の平塚輝美

名であった︒講

30

ら聞こえてくる小林泰彦さんの
昨年 月︑当時中学３

声は︑憤りに震えていた︒
年だった男性が︑教諭に
絞め技を掛けられ後遺症
を負ったとして︑男性の
両親らが横浜市などに対
し︑損害賠償を求めた裁
判の判決があった︒横浜
地裁は約８９００万円の
支払いを命じ︑原告側は
勝訴した︒
小林泰彦さんは男性の
父 親 で︑ 判 決 を 振 り 返 り︑
﹁事
故の原因を明確にした点で意義
があり︑他の裁判にも影響を与
え る だ ろ う ﹂ と 語 る 一 方︑﹁ 判

この度平成

うか︒

わせて

11

会員の方が少なかったよ

61

者支援実務を経験してき

師は共に

12

62

37

47

24

すると議長からご褒美が

47

道
、柔 事故
化

が死亡しているのが現状だ︒

47

犯罪被害者支援の基本を学ぶ
12

決後に息子の精神状態が不安定

28
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紹介

１３００名時代の広報と

年度副会長

狩倉

博之

人材育成のために
平成

︻人材育成支援
委員会︼
当会からは最高裁判事
や日弁連事務次長を輩出
したことはなく︑最近で
は︑数年前に２名の会員
に司法研修所の教官をお
務めいただいて以後︑教
官への就任もない︒これ
らの地位に就く者には大
きな負担が伴うが︑法曹
界はもとより広く社会に
対し当会が果たすべき責
務として︑また︑１３０
０名の会員︑特に若手会

ざるを得ない︒

職務上限界があると言わ

育成等に関しては︑その

り検討を重ねた県下自治

え︑昨年度１年間にわた

連次長︑研修所教官に加

置し︑最高裁判事︑日弁

材育成支援委員会﹂を設

目指すこととした︒

材を輩出していくことを

と連携しつつ︑有為の人

やし︑日弁連や自治体等

として︑十分な期間を費

年度理事者とし

ては︑このような要請に

体の任期付公務員を対象

平成
応えるため︑新たに﹁人

ところで︑毎年１回︑

えるところがあります︒

と碁盤を交互に見ると笑

濃く出るので︑対局相手

から高段者まで個性が色

度にはなります︒初級者

参加ください︒初心者ど

うかなと思う方はぜひご

いはこれから囲碁をやろ

ます︒囲碁は初心者ある

ご参加をお待ちしており

いたします︒多くの方の

時に当会会館５階で開催

碁大会を６月２日午前

法曹囲碁大会が市ケ谷の

うしで打っても︑指導を

人生最期まで気晴らし程

日本棋院で開催されてい

受けても構いません︒

ームなのに大会参加者に

﹁世間では囲碁ガールブ

された万波奈穂２段から

ｆａｘ０４５︱６５１︱

４５︱６５１︱０７２７

事前に幹事田上︵電話０

上︑参加をご予定の方は︑

お弁当の発注の都合

ますが︑昨年の大会で﹁女

女性がいない﹂と言われ

０７３７︶にご連絡いた

流タレント棋士﹂と紹介

てしまいました︒何のこ

﹁編集委員会﹂
をよろしく

伝統ある﹁広報委員

とかとグーグルで﹁囲碁﹂ だけると助かります︒も

会﹂の名称が私が委員

員会では委員会報を発行

もの権利︑法教育等の委

ており︑人権擁護︑子ど

ター運営委員会が担当し

談の広告は法律相談セン

営はＩＴ委員会︑法律相

会 ︶︑ ホ ー ム ペ ー ジ の 運

編集委員会︵旧広報委員

メールマガジンの発行は

が︑横浜弁護士会新聞と

発表や記者会見は理事者

当会では︑会長声明の

うな要請に応え︑会とし

求められている︒このよ

効果的な広告宣伝活動も

に歯止めをかけるため︑

ーの相談件数の減少傾向

また︑法律相談センタ

見︑考えを多くの方々に

れらの活動や当会の意

広範囲に及んでおり︑こ

士会として︑その活動は

数１３００名に及ぶ弁護

きたとはいえない︒会員

事者に対し提言していく

理的な戦略を立案し︑理

報に関し︑効果的かつ合

としつつ③広く当会の広

トすることを当面の課題

るマスコミ対応をサポー

係を強化し︑理事者によ

る必要性が高まっている︒ 報道関係者と当会との関

正確かつ説得的に広報す

ことを目指している︒

ること②司法記者その他

し︑共有できるようにす

るノウハウを集約︑蓄積

まずは①各委員会が有す

広報活動を尊重しつつ︑

員会が個々に行っている

同委員会では関係各委

であり︑長期的な人材の

事者に意見を述べること

に足る人材を選考し︑理

った地位に対し推薦する

来の職務は推薦依頼のあ

てきたが︑同委員会の本

会が継続的に努力を重ね

め︑当会弁護士人事委員

当会会員を推薦するた

従来︑これらの地位へ

の育成が不可欠である︒

リアプランに基づく人材

もとより︑長期的なキャ

等の準備や経済的支援は

ったとしても︑事件承継

会員に就任の意思があ

で︑頭さえ動いていれば

っていても楽しめるの

す︒１人でも︑目をつぶ

レイヤーと対局が可能で

ターネットで世界中のプ

るいはこれから囲碁をや

女性に限らず︑初心者あ

反省︒女性はもちろん︑

の配慮が全くなかったと

たて︑あるいは初級者へ

いる方に参加
しやすい囲碁

初心者向けの

と思い立ち︑

ました︒新年度がはじま

分の１が終わってしまい

あっという間に年の３

大会にしよう

路

まいました︒

も購入してし

盤を５セット

間の短縮等で４月にフレ

かと思いますが︑修習期

なんていう言葉もあった

ってはや１か月︒五月病

９路盤・

次回︑横弁囲

13

ったが︑４月から﹁編

良い紙面作りに努める

改めて委員一同︑より

委員会内で候補名称を

︵編集委員会委員長

をたまわりたい︒

続き横弁新聞のご愛読

裕之︶

２つに絞って熾烈な決

二川

者

デスク

田渕

早川

澤田

大輔

和孝

久代

いなぁと思います︒

係のない言葉なのでしょ

記

護士会が飛躍し︑市民の

も一杯かと︒ますます弁

種々の場面において抱負

理事者の方々はまさに

岡部

中嶌

工藤

高橋

健一

波田野

慶子

昇

健二

馨子

方々のお役にたてればい

もっとも︑弁護士会の

うか？

った弁護士業界には︑関

ッシュマンを迎えなくな

わずか２票差で採択さ

選投票を行った結果︑

された︒この新名称は︑ 所存であるので︑引き

集委員会﹂に名称変更

﹁ で︑ 一 体 何 を 編 集

れたものである︒

び入り参加や遅刻・早退︑

ちろん昼食持参の上で飛

するなど︑各委員会の担

て合理的で効果的な広報

植田

と入れたところ︑自動的

当事項に関し個別独立に

を継続的に行っていくた

︵会員

に﹁囲碁ガール﹂が検索
語の候補にあがってきた

しているの？﹂と言わ
ので︑びっくり︒囲碁を

れることのないよう︑

まず︑囲碁の魅力︒囲

長の代で変更となるの
碁プレイヤーは世界で４

始める女性が増えている

には個人的な思いもあ

員に公益のために活躍で

０００万人︑それでも増

らしい︒

薫︶

きる機会を与えるため︑

加しつづけていると言わ

見物のみなども自由です︒
人材を輩出していくため

れております︒今はイン

年度理事者に

おいて﹁広報推進委員会﹂ の育成と支援が必要であ

広報活動が行われ︑弁護

ろうと思って

士会としての統一的な方

当会囲碁クラブも覚え

を新設させていただいた︒ る︒

め︑平成
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23

囲碁クラブ紹介（大会
予告）

的な広報手段の検討︑ノ

23

ウハウの蓄積がなされて

針の立案や効果的で合理

される社会的責任を果たすための体制整備を目的とするものである︒

が設置された︒いずれも会員数１３００名を有する弁護士会として期待

４月１日より︑新たに﹁広報推進委員会﹂と﹁人材育成支援委員会﹂

23

委 員 会の
新設

︻広報推進委員会 ︼

横弁囲碁大会参加者
２
募 集
６

（４）

横 浜 弁 護 士 会 新 聞
２ ０ １ ２ 年 ５ 月 号（ 第 ２ ９ ２ 号 ）

