の整備で実現可 能 な手 続

を先取りして行う先行実

賀詞交換会のお知らせ
日時 ２０２１年１月８日︵金︶ 時 分〜
場所 神奈川県弁護士会館 ※変更となりました

神奈川県のアウトライ

ンと天秤をモチーフに

した神奈川県弁護士会

山山 ゆ り

２０２０年夏季五輪の

開催地が東京に決まった

提出し最高裁等へ働きか

た︒同期と興奮して喜び

年の熱海同窓会の夜だっ

のロゴマークです︒

のは︑今から７年前︒ち

アを効果的に集約し︑①

を分かちあったことを鮮

︻新年宴会・新入会員歓迎会は中止となりました︼

周

までは︑記録の原本はあ

けをすること︑そして︑

ょうど司法修習修了
と︑
︵訴状の提出は︑フェ

③フェーズ２の民事訴訟

明に覚えている︒▼そし

すでに開始されている上

法の改正に向け︑先行す

記フェーズ１の争点整理

の手続を効果的なものと

くまでデータではなく︑
なる点に留意されたい︶
︒

ファイルを印字した紙と

ファックスを 利 用 してい

えないものの︶これまで

のシステム構築に向けた

て今年︒新型コロナの感

ーズ３の本格実施まで行

e法廷を先行して実施し

染拡大︑五輪延期︑緊急

事態宣言と予想もしなか

る諸外国の制度運用も検

ったことが続き︑気づけ

証 し つ つ︑ 哲 学 を も っ

て︑ＩＴを利用したより

ばあっという間に一年が

すること︑また︑②上記

良い訴訟手続を模索する

のフェーズ３の先行実施

に関する規則及びシステ

こと︑にある︒

そ こ で︑ 民 事 裁 判 の

ムの整備に向け︑利用者

ＩＴ化の現在の課題目標
は︑民事訴訟手続の一番

の立場から必要な意見を

インターネットを介しＰ

のヘビーユーザーである

た準備書面や書証などは
ＤＦの形態で提出送付す

弁護士の叡智やアイディ

検 討を行っており︑２０
目指して作業が進められ

だし︑法改正が行われる

ることが可能になる︵た

２１年度後半での実装を

用した効果的効率的な争
利用できるようになる

関係法令の改正に加え︑

そして︑フェーズ３は︑

さに激動の一年︑仕事に

くらんだ▼宣言解除後

も様々な影響があった︒

は︑対面での打ち合わせ

自治体がどのように政策

を再開するとともに︑電

を考え︑実行していこう

また︑法律相談では︑

話やメール︑ビデオ会議

湯河原町には顧問弁護

違法適法だけではなく︑

システムといったコミュ

士がいます︒役割分担と

当不当の観点や実務的な

ニケーションツールもこ

緊急事態宣言中は各手続

対処方法︑文書の起案な

れまで以上に積極的に活

きが止まり︑先が見えな

慎重な対応が求められる

ます︒
ただ︑
相談案件でも︑

ど通常とは異なるスキル

用するようにしている︒

とするのか︑どのような

場合には顧問弁護士に相

や知識が求められます︒

次々登場する新しいツー

点で悩み相談に来るのか

談する場合もあります︒

その際には︑過去の行政

ルや機能に四苦八苦しつ

しては︑訴訟案件は顧問

はごみ処理関連︑徴収対

相談件数は︑一日４︑

処理や徴収関係︑議会事 ︵４︶相談件数

策課・税務課からは滞納

のときもあります︒また︑ 運営︑他自治体の運用状

５件もあれば︑１︑２件

況等の調査も必要になっ

弁護士に︑それ以外の法

務局からは議会運営手続

たりします︒

いもどかしさに不安がふ

き︑庶務課からは条例や

登庁日以外の日に緊急で

がわかってきます︒

各種の契約手続きなど︒

相談を受ける場合もあり

律相談を私が担当してい

相談手続きは︑登庁日

つ︑﹁ ツ ー ル は あ く ま で

に面談予約の調整をし

も手段︑大事なのはコミ

さ祭り︑山麓部にはミカ

非常勤特別職は︑１年

ュニケーションの中

ます︒

ごとの再任用です︒今後

て︑登庁後︑順番に沿っ

いつまで再任用となるか

身！﹂と自分を励ましな

自治体内部で７年も働

法運用に向けて取り組み

原町地域における正しい

こんなときだからこそ︑

きな変化は続くだろう︒

れています︒

報酬は︑条例で定めら

︵５︶報酬について

がら︑今も試行錯誤を続

くと︑湯河原やその周り

簡単に終わるときもあ

はわかりませんが︑自治

けている▼来年以降も大

ン畑など﹁湯けむりと笑

に道路関係︑環境課から

終わろうとしている▼ま

ている︒このシステムが

認したり︑期日を管理す

事裁判の ＩＴ化は︑
︵１︶ 訟記録をオンラインで確

はじめに

自治体内部で働くこと

点整理の試行を行い︑拡
れ︑横浜地裁本庁でも５
また︑フェーズ２は︑

月から実施されている︒
関係法令の改正により初
めて実現が可能となる段
階で︑具体的には︑e法
廷のうち法改正が必要な
弁論や争点整理等に関す
る部分を実現する︒２０
２２年度頃から開始する
ことを目指して︑現在︑
法制審議会において民事
訴訟法の改正に向けた議

訴状等の書面や証拠をオ

論が行われている︒

ンラインで提出するe提

ら︑非常勤特別職として︑ 湯河原﹂です︒

れば︑事実関係の整理や

体内部で働いていること

て行います︒
湯河原町の庶務課内で︑

の強みを生かして︑湯河
用の実態等の追加調査が

の地域や人やお店も少し

務

法令等調査︑実務上の運 ︵６︶地域とのつながり

顔あふれる四季彩のまち
となる段階を指し︑具体

法律相談業務に従事して

年６月か

︵３︶オンライン上

的には︑上記のe提出や

います︒今回︑あまり知 ︵１︶勤

私は︑平成

で裁判を開催するe

e事件管理についての部

職務について
分をいう︒

必要な場合もあります︒

弁護士が果たせる役割は

そうしたときには︑職員

たいと思います︒

私は︑現在︑週１回程

の方に︑調査事項を伝え︑ 知るようになります︒そ

度︑朝から夕方まで勤務

うした中で︑地域の方か

られていない自治体内部

ら法律相談を受けること

の勤務の一部をご紹介し

しています︒事務所が横

次回登庁までに調査して

相談内容
南西部にあり︑湯河原温 ︵２︶

もあります︒

どんどん行政分野に取り

きることをやっていこ

合わせながら︑自分にで

がある若手弁護士には︑ ﹁ ど ん な 変 化 に も 柔 軟 に

︵飯島

麻樹︶

智之︶ 持ちを新たにしている︒

う﹂と新しい年を前に気

田鍋

組んでもらいたいと思い

４

自治体内部で働
くことについて

自治体内部で働くと︑

︵会員

ます︒

少なくないはずである︒
もらうこともあります︒

相談は︑庁内の課から

ることがわかります︒

また︑行政法務に関心
分程度かかり

は１時間

浜方面ですので︑通勤に

加えて︑フェーズ３に

湯河原町について

自治体内部で働いてい

色々あります︒限定はあ

ます︒
泉で有名な温泉町です︒

顧問弁護士との関係
りせん︒土木課だと︑主 ︵３︶

湯河原町は︑神奈川県
備書面や書証を提出する

人口は約２万３４００

則を整備し︑併せて︑準
ことのできるシステムを

人︑夏には海水浴ややっ

ると︑自治体職員の方は︑
２月から特定庁で

構築して︑現行法下にお

とてもまじめに働いてい
の試行が開始された

いて︑フェーズ３の一部

２

ついては︑これまで規則

に対応する民事訴訟規

た民事訴訟法１３２条の

構成される︒
そして︑

に分けて暫時実現し

この三つの内容は三

ていくこととされて

たいと思います︒

３

いう三つの内容から

１

大定着を図っていくとさ

うアプリケーションを利

現在︑最高裁では︑こ

施の段階がある︒

00

つの行程
︵フェーズ︶ 整備が行われていなかっ

︶と
e-court

10

16

てい る︒Ｔｅａｍｓ とい

り︑具体的には︑上記の

を実現することされてお

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

行法下で︑ ＩＴ機器

いる︒

10
フェーズ１では︑現

30

現在進められている民
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る e 事 件 管 理︵ e-case システム構築や本人サポ
m a n a g e m e n︶t︑ ート等の環境整備が必要
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２
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（１）

目所長として︑３年で佐

り基金法律事務所の４代

が経過した︒佐渡ひまわ

律事務所を旅立って４年

かながわパブリック法

座︑専門職相談及びフォ

受任をしており︑養成講

では市民後見人が単独で

連携も密である︒佐渡市

社会福祉協議会等との

男女共同参画と 私
第４回

締役に期待される役割は

い︒その上︑年々社外取

えていたとは言いにく

が十分な資質や経験を備

く︑正直︑当時から自分

での多様性が生まれるの

れることで本質的な意味

が管理職や役員に登用さ

んできた企業内部の女性

は︑企業を知り経験を積

そもそも企業において

員一名登用によって目標

増しており︑それを果た

シャーはずっと感じてい

達成ではなく︑これをあ

ジェンダーダイバーシティと社外取締役

るのだが︑その分︑確実

くまで過渡期と捉え︑経

ローアップ研修等を担当

いた︒ちょうど３番目の

に貴重な経験を積ませて

営の担い手となる女性の

渡を離れる予定だった

子供が中学に進学した頃

もらっている︒

育成の必要性を認識し︑

を受けることができた︒
台風や冬の期間は欠航が

ーで２時間

に女性の役員候補者がお

向にある︒一方で︑社内

締役を務めている︒当然

現在は︑３社で社外取

た︒

たことは自他ともに評価

様性が取締役会に加わっ

的視点という意味での多

は︑役員として自分も担

方向性を導く責任の一端

変わっていけるか︒その

企業も︑女性の社外役

った︒更に︑ＣＧコード

で︑新しいことにチャレ

さて︑弁護士が社外役

ではないか︒

の改訂でボードにおける

ンジしてみようという気

員を務める場合︑法律家

せているかというプレッ

佐渡島外への移動手段

ジェンダーの多様性の必

持ちも働き︑半ば勢いで

している︒
は︑船のみである︒新潟

要が明記されたこともあ

就任を引き受けてしまっ

が︑任期を１年延長した

港から佐渡島までは︑高

って︑女性を取締役に選

後︑とうとう佐渡に定着
佐渡に来てから︑幸い
速船で 分︑カーフェリ

任する上場企業は増加傾

離島での弁護士活動にや
多く︑文字どおりの孤島

らず︑弁護士︑学者とい

することになった︒
にして多くの方から依頼
分かかる︒

りがいを感じ︑定着する
となってしまう︒

人︑
弁護士は５名である︒ ルスの影響もあり︑ほと

人口は約５万３０００

５年︑この間︑ジェンダ

いようである︒

性役員を登用する例も多

った社外の専門職から女

広い知見が要求され︑会

務には︑法律以外にも幅

ながら︑社外取締役の職

点﹂をもたらしているか︑ 題と思う︒

自分が﹁女性としての視

しやすい︒では︑さらに︑

献していくことが次の課

っており︑その点でも貢

り︑島を出られないスト

祐美子︶

ーをはじめとするダイバ

レスは特段ない︒ただし︑

松尾

２０１５年のコーポレ

学校へ行こう委員会で
懇親会がほとんどなくな

︵会員

ートガバナンス・コード

と考えると︑十分できて

んど佐渡島を出ていな

いない気がする︒ただ︑

い︒島内をドライブする

社を知ることをはじめ勉

島内の弁護士に依頼した

強すべきことは際限な

の派遣授業では︑佐渡島
り︑寂しく思っている︒

務状況に関する貴重な情報が直

接語られる機会であり︑新任調

日︑当会会館において

停官はもちろん︑一般の会員に

月

私は︑２０１６年に最

内のすべての高校で授業
佐渡の海は︑横浜の海

会﹂が開催された︒

とっても有益な集いとなってい

で裁判官と机を並べて執務す

回︑簡易裁判所又は家庭裁判所

の通常業務をこなしつつ︑週１

判所に任命され︑弁護士として

会からの推薦等を受けて最高裁

家事調停官といい︑所属弁護士

のことである︒正式には民事・

調 停 手 続 を 主 宰 す る﹁ 弁 護 士 ﹂

の相違点を踏まえた所感が述べ

田秀一会員からは弁護士業務と

われ︑新任の川本美保会員︑豊

停実務の現状について報告が行

子会員︑矢島健生会員から︑調

された︒続いて︑現職の小圷淳

の生活を振り返った談話が披露

木亮祐会員から︑調停官として

田道佐会員︑伊藤武洋会員︑青

会では︑退任したばかりの松

る︒

る︒司法制度改革の柱の一つで

られた︒

こそ中止されたが︑各会員のユ

コロナ禍により例年の懇親会

ある司法の民主化を趣旨とし︑

月からが新任者の

声が上がり︑充実した温かな集

の時期に開催される激励・慰労

︵会員

参加して欲しい︒

橋場

一敏︶

次回︑興味のある会員は是非

いとなった︒

会は︑調停官としての経験や執

任期開始となっている︒例年こ

任期終了︑

であり︑毎年９月末が退任者の

任期は２年
︵最長で２期４年︶ ーモアを交えた報告に終始笑い

る制度である︒

手続の充実・活性化を目的とす

常勤裁判官への任官促進︑調停

同等の権限を持って民事・家事

非常勤裁判官とは︑裁判官と

﹁ 非 常 勤 裁 判 官 激 励・ 退 任 慰 労

23

初の就任のお話をいただ

を行った︒本年度はスク
とはずいぶん違う︒赴任

10

ーシティの推進が大きく

ールロイヤーとして︑主
当初は気になった潮の香

「弁護士」

取り上げられるようにな

にいじめ問題について︑

の
中
の
所
判
裁

性活躍推進法の成立から

職員向け研修等をしてい

りも︑気にならなくなっ
た︒毎日の夕陽がとても
きれいで︑海に映る月の
道も美しい︒私は佐渡で
のびのびと暮らすことが
性に合っているようであ
今までは︑過疎地赴任

る︒
を目標に進んできた︒過
疎地である佐渡に定着す
ることができて良かった
と思っている︒これまで
ご指導いただいた先生方
に感謝申し上げる︒
次の目標はまだ定まっ
ていないが︑引き続き佐

真梨絵︶

10

渡のために︑目の前の事
件に一生懸命取り組んで
いきたい︒
傳田

︵新潟県弁護士会

非常勤裁判官激励・退任慰労会

日々仕事に追われている︒ 等して余暇を過ごしてお ︵ Ｃ Ｇ コ ー ド ︶ 策 定︑ 女

いというニーズにより︑

今年は新型コロナウイ

ことを決めた︒佐渡市の

30

67

る︒

佐渡市キャラクター「サドッキー」と私

左から、伊藤会員、松田会員、青木会員

（２）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ ２ ０ 年 １ ２ 月 号（ 第 ３ ９ ５ 号 ）

最前線
ブ
なパ
か

離島の弁護士として

のことです︒

まずは福岡県弁護士会

ですが︑土地取得にも対

ているわけでもないよう

土地取得か方針が定まっ

始したそうです︒改築か

ばいけない時期が到来し

資金計画を検討しなけれ

ると︑当会でもそろそろ

な事例を目の当たりにす

で す ね︵ 笑 ︶︒ こ の よ う

ているように思わずには

理事者室

副会長

史絵

日々︑ふりかかる難題

小豆澤

弁護士会が極めて優秀な

る︒

分かったことだが︑毎日︑ イアンになって事務局に

もっとも自分ではのび

無理難題を言ったりして

に最前線で対応している

いないだろうか︒無自覚

太のつもりでも︑仕事に

色々なことが起きる︒私

なパワハラほどやっかい

慣れてくるにつれ︑ジャ

となる規則や資料がすぐ

は未熟者なので︑
﹁もう︑

なものはない︒残り少な

のも事務局である︒これ

に 出 て く る︒﹁ こ ん な 感

やってらんなーい︒﹂と︑

く な っ て き た 任 期︑﹁ と

も副会長になって初めて

じで作ってみて﹂とざっ

理事者室でふてくされた

っても大好き♪﹂の気持

何か質問すれば︑根拠

ことを実感している︒

くりお願いすれば︑こち

りする︒まさにのび太で

ちを忘れず︑少しでも
﹁ド

分が所属する委員会のこ

らの意を的確にとらえた

ある︒しかし職員の皆さ
もまあ︑そんな人でもな

心配になりますよね︒で

ほとんど知らずに過ごし

なことをしているのか︑

と以外︑弁護士会がどん

る︒職員の皆さんに﹁ね

会長やってるの！﹂って︑ 書 面 が す ぐ に 出 来 上 が

て き た︒﹁ そ ん な 人 が 副

え ね え︑ 〇 〇 さ ー ん︒﹂ んは︑どんなときも冷静

ラえもん事務局﹂に恩返

負担軽減になるので︑コ

かつ丁寧に対応してい

ロナ禍が終息しても適宜

とお願いする様子は︑ド
んとかやれているのは︑

と︑常議員の皆様は︑当

実施していただきたい︒

しできればと思う︒

会をより良くしたいとい

６年前との違いで特筆

る︒仕事ができるだけで

私は︑現在︑相模原支

う気概を持っている方が

すべきは︑支部選出の常

なく︑人格者ぞろいであ

部で副支部長を務めてい

多いので︑毎回︑侃侃諤

ラえもんにすり寄るのび

る︒常議員会に参加する

諤の議論がなされてい

事務局のフォローがあっ

年度以来６

年ぶり２度目になる︒し

る︒この点は︑当会の良

議員が複数いるという点

原支部では︑私一人しか

である︒６年前は︑相模

次に︑６年前との違い

き伝統だと思う︒

参加していなかった︒と

較で︑テーマである﹁常

について述べると︑やは

議員会のいま﹂をお伝え

る︒このように支部から

ころが︑今年は︑相模原

常議員会への参加者が増

支部から私を含めて３名

各支部を中継

えることによって︑支部

り筆頭に挙げるべきはコ

するテレビ会

の意見がより多く本部に

ロナ禍での会合という点

議が実施され

反映され︑当会全体がよ

まず︑６年前と変わら

する︒

ている︒支部

り良い方向に向かってい

選出されている上︑伊藤

会員にとっ

くのではないかと思われ

前会長も参加されてい

て︑テレビ会

る︒

止のために︑

議で出席でき

である︒現在は︑感染防

るのはかなり

ない点からお伝えする

たがって︑６年前との比

加した平成

のは︑支部枠兼期枠で参

てこそ︒副会長就任以来︑ 太そのものである︒

度︒弁護士登録以降︑自

一度あったかないか程

なく︑総会に出たことも︑ 事務局に支えられている

常議員になったことも

事務局に感謝の日々

り

後の新会館改築を前提と

です︒昨年１月に竣工し

億円の

よ

の問題意識に関連して︑

浜地裁に対して翌年度の
た新会館は︑新たに購入
応できるよう︑

新装福岡県弁護士会会館 カラーでお見せできないのが残念です

当会会館の敷地は国有

使用許可を申請し︑３月
した１０００坪の土地の
積み立てを目標にしてい

やはり先立つ物は必要

末に翌年度の使用料が記
上に新築されたもので

他会の事例を紹介します︒ した資金の積み立てを開

載された許可書を受領し
す︒土地の購入費用が約

財産です︒毎年１月︑横

ています︒その使用料が
近年増加の一途を辿って
いられません︒

億５０００万円︑備
か︒

野村 博佳︶

ニュースセンター司法担当

︵株式会社テレビ東京報道局

励んでいきたい︒

えられるように︑日々取材に

た︒こうした判決の重みを伝

には重みがあることを実感し

の葛藤があり︑下された判断

が︑判決には裁判官や裁判員

死刑に限ったことではない

だろうか︒

大さと向き合うことができた

たのか︒自分のしたことの重

渡された時はどんな思いだっ

を聞いていたが︑主文を言い

円の徴収も始めていると

皆さんいかがでしょう

るとのことで︑今年１月

約
品購入費用は約２億５０
億円強を要

００万円︑その他費用を
含め合計約
したとのことですが︑金
融機関からの借入れは行
っていないようです︒も
ちろんそこに至るには長
年の積み重ねがあり︑平
成２年７月から新会館取
得に向けた月額５０００
円の負担金積み立てを開
始していたとのことです︒
次に紹介する愛知県弁
年に至って

護士会では︑国有地上の
現会館が築
いるとのことで︑当会と
よく似た状況にありま

し︑まっすぐ前を向いて判決

植松死刑囚は背筋を伸ば

のを見ると︑心が重くなる︒

目の前の被告が言い渡される

感じていなかったが︑実際に

刑という言葉に特別な重みは

年

から特別会費月２５００

億円︑建物建築費用が

20

年度から今

年度を比較すると２．

いて︑平成
倍︑今年度の使用料は９

年２月

１９万４０５３円になっ
ているのです︒
他方で︑昭和

年にリ

年を

に落成した当会会館は︑
来年の２月には築
迎えます︒平成
ニューアル工事を行って
はいるものの︑いつまで
使用に耐えうるのか⁝︒
将来のあり方を検討すべ
き時期が到来しているの
このような２つの問題

です︒
意識から︑本年７月末に
会館敷地問題検討ワーキ

26

41

す︒この愛知会でも

回にわたっ

20

ングチームは立ち上がり
ました︒本稿では︑後者

件としては多い
て開かれたが︑多いと言って

人もの命を奪った結果

は︑他の事例と比較できない

判

み

日間の審理で被告の生き

も

って臨むほかない﹂
今年３月︑やまゆり園の入
所者 人を殺害し︑職員を含
む 人に重軽傷を負わせたと
して横浜地裁は植松聖被告に
死刑判決を言い渡した︒司法
担当になって８ヵ月︑初めて
法廷で聞いた死刑判決だった︒
裁判員は判決を前に２人が
変わり︑判決後の記者会見で
は﹁見ず知らずの人間を裁く

死にを決めるのは大きな心理

のに悩んだ﹂
﹁帰り道は気持
ちが重たくなった﹂と語るな

的負担だっただろう︒
司法担当になるまでは︑死

ど死刑を選択することに悩ん

17

だ
会員 岩城 栄二（59期）

10

12

24

ほど甚だしく重大で死刑をも

﹁

66
17

46

50

25

の 重
決

26

会館敷地問題検討ワーキングチーム
座長 阿部 泰典

だ様子だった︒裁判は刑事事

６年前との違い
常議員会
の い ま

会館の将来を考える
19

19

26
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め︑当会会館の２部屋分

当日はコロナ対策のた

ぶまれていたところが︑

影響により開催自体が危

いたが︑今年はコロナの

例年５月に開催されて

た︒そんな非常に怖い盤

プレッシャーをかけられ

することができた︒また︑ 作ってきたため︑とても

延期という形で無事実現

面である一方︑森下九段

らの玉に対して攻め形を

枚落ち︒森下九段はこち

次に︑森下九段との二

り︑大変勉強になった︒

けられたような感覚であ

段の

の局面以降の加藤女流三

となってしまったが︑そ

てしまい対局は途中まで

その後は終了時間となっ

って局面が良くなった︒

くと景色がガラッと変わ

めるアドバイスをいただ

車を振りなおして少し進

手を超える読み手

を使い︑人同士の距離を

女性会員の意見を聞く会

かれるように指していく

かし島九段の指し手に導

しが届かない状況に︒し

なす手を連発し︑あと少

九段がこちらの攻撃をい

戦況になったものの︑島

枚落ち︒序中盤は十分な

まずは︑島九段との二

を整えた︒

十分にとる等万全の体制

との二枚落ち︒こちらが

最後に︑加藤女流三段

ことができたが︑よりい

だいた︒最後は勝ち切る

手一手を大切に見ていた

さったりと︑こちらの一

考えたことを当ててくだ

くださったり︑こちらが

手ですねぇ！﹂とほめて

は私が指すたびに﹁いい

うことができ︑棋士や将

だき︑多くの学びを得た︒ されているお話などを伺

い手を詳細に教えていた

棋連盟の活動などを知る

将棋の普及のために尽力

ルでは︑島九段が東北の

が行われた︒私のテーブ

のローズホテルで懇親会

対局終了後は︑中華街

だいた︒

さと面白さを教えていた

く読むことで得られる強

筋を教えていただき︑深

で︑今年が２回目の開催

催すると定められた会

るため︑毎年１回以上開

の意見を会務に反映させ

計画において︑女性会員

された男女共同参画基本

意見を聞く会が開催され

て︑理事者が女性会員の

女性会員の本音を
弁護士会に届けよう

と︑不思議と盤上の好手

ことができる貴重な機会

ても︑当事者に寄り添っ

が出された︒当部会とし

換の機会となったことか

ができ︑有意義な意見交

あるのかを説明すること

ィの問題と関わることが

も当事者支援団体の意見

日当会会館に

を教えていただいている

四間飛車に振った後︑加

である︒

的マイノリティについて

ているＳＨＩＰから︑弁

ら︑今後も定期的に意見

を聴きながら︑当事者に

15

日の臨時総会で採択

名で︑

法︑②委員会活動に参加

①業務と家庭の両立方

４テーブルに分かれて︑

も聞かれ︑コロナ禍をき

が容易になったという声

った委員会が多く︑参加

ンで参加できるようにな

令和２年は︑新型コロナ

新型コロナに始まった

で中断したオヤジバンド

っかけに︑多様な形で︑

の練習は再開のめどが立

するに当たっての障壁︑

男女共同参画の実現に

ちません︒令和の３年目

③セクハラ・パワハラの

おいて︑女性会員の意見

はこの停滞からの復活の

に終わりそうです︒外出

を弁護士会の活動に反映

１年になりますように︒

業務や会務に取り組んで

させることは不可欠であ

皆様︑よいお年を！

実態︑④男女会員間の収

紙面の都合上︑全てを

るところ︑今回も活発な

自粛要請︑緊急事態宣言

紹介することはできない

意見交換が行われ︑大変

いる様子が窺われた︒

が︑とりわけ今年は︑コ

ーマについて︑意見交換

ロナ禍という状況もあ

有意義な会となった︒

来年以降も︑さまざま

良治

久子

飯島 麻樹

記

義人

な立場の女性会員に︑よ

土居

智之

を整えてリモートワーク

り多く参加していただ

青山

久保

にしたり︑パートナーと

き︑その思いを理事者に

田鍋

家庭内シフトを組んで出

直接伝えていただきた

園子

者

勤した︑といった経験談

須山

デスク

が紹介された︒②につい

誓子︶

久保田 辰

日向

い︒

︵会員

ても︑今年度からＺｏｏ

が行われた︒

り︑①については︑環境

入格差︑という４つのテ

委員も合わせた

男女共同参画推進本部の

者と女性会員︑そして︑

当日の参加者は︑理事

月

これは︑２０１９年２

10
22

ｍ等を利用してオンライ

弁護士会に届け！ 女性会員の声

月

日︑
当会会館で︑ 森下卓九段︑加藤桃子女

ように感じ︑相手玉をう

︵会員

となった︒

の会員向け研修会を開催

護士による当事者支援に

コロナの影響により︑

ＳＨＩＰとの意見交換会の様子

た︒

流三段という豪華指導陣

藤女流三段に勝負手を指

９月
毎年恒例のプロ棋士によ

されて困っていたが︑飛

したが︑その講師にお招

ついての意見を聞くこと

Ｐでは︑当事者から相談

少人数での開催とならざ

正行︶

まく寄せることができ

員会﹁すべての性の平等

きしたのが︑ＳＨＩＰの

を受けているが︑スタッ

求められる権利擁護活動

森崎

た︒プロ棋士の魔法にか

導を受けた︒

名が指

れた︒今年は︑
島朗九段︑

に関する部会﹂では︑性

代表である星野慎二氏で

的マイノリティを支援す

交換会を持つことで合意

る特定非営利活動団体Ｓ

した︒

あった︒

Ｐは︑コミュニティスペ

フが弁護士の仕事につい

るを得なかったが︑ＳＨ

をしていきたいと思う︒

星野氏からは︑ＳＨＩ

ＨＩＰのスタッフと意見

ース︑交流イベント︑相

ＩＰより当事者支援の活

交換会を行った︒ＳＨＩ

談会の開催をするほか︑

てよく知らないため︑ど

動を詳しく聞くことがで

当部会としても︑今後

神奈川県︑横浜市などの

のようなときに弁護士が

陽子︶
必要かわからないことか

きた︒他方︑弁護士がど

橋本

行政や教育機関からの委

のように性的マイノリテ

︵会員

託を受けた活動も数多く

ら︑弁護士の仕事につい

当部会では︑昨年︑性

行っている︒

て教えてほしいとの要望

換会の開催に至った︒

は重要であると思われた

月 日︑人権擁護委

ＬＧＢＴＱ支援団体
スタッフとの意見交流会

趣味を持ちたい！

ことから︑今回の意見交

27

26

コロナ禍こそ
10

20

であり︑会員ら

26

る将棋指導対局が開催さ

島朗九段（左から３人目）、加藤桃子女流三段（右から６人目）、
森下卓九段（一番右）と指導を受けた面々（右から５人目が筆者）

11

（４）
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