２０２１年３月２日︵火︶ 時

臨時総会開催のお知らせ︵予定︶
日時

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

新型コロナウイルスに

速達希望の有無を入力す

最後に事件種類の別や

作業が不要となるだけで

を一つ一つ入力していた

るので︑紙ベースの情報

にシステムに取り込まれ

入力したデータが自動的

是非︑オンライン申出の

券 の 授 受 は 廃 止 す る ︶︑

振込のみとし︑現金・郵

け付けるが︵但し費用は

き続き書面での申請も受

のある会員のために︑引

事態宣言が発令されるに

に︑昨年４月以来の緊急

都圏の１都３県を対象

いる１月の初めには︑首

たが︑この原稿を書いて

分〜

振り回された２０２０

ン申出の実現に向けて準

ると費用が自動計算され

なく︑現金や郵券の管理

積極的な利用をお願いし

のロゴマークです︒

備を進めてきた︒開発中

る︒申出後に受付番号や

から解放される︒照会先

たい︒

神奈川県民ホール ︵小ホール︶

のシステムでは以下の流

費用が記載された申出受

の住所等の変更を事務局

場所

年︒２０２１年こそは穏

れを予定している︒

付通知がメールで送信さ

側で管理できるメリット

やかなよい年に︑と願っ

まず会員専用サイトか

れるので︑費用は専用口

も大きい︒

副会長

小豆澤
史絵

来︑

条照会のオンライ

ＤＦにしてアップロード

らフォームにアクセスす

座に振り込む方法で支払

熱意をもって実現に向け

双方のニーズを受けて︑

会員の方でも︑緊急事

ると︑事務所住所等の情

う︒

て取り組んでくれた当会

約６０００件にのぼる︒
そうした中で発生した

する︒

イン申出に向けて︑
現在︑ 員へ案内しているが︑周
態宣言下︑事務所への出

報が既に入力された状態

後日訂正があった場合

沖縄弁護士会がメール

職員の存在と︑財務室や

事務局は︑郵送や窓口

を感じたと思う︒

当期執行部では就任以

知には限界もある︒最近
勤もままならない中で︑

になっている︒代表的な

は︑画面上に保存された

にデータを添付して申請

調査室をはじめとした関

新型コロナウイルスの感

ライン申出が可能となっ

た背景には︑通常業務を

こなしながら︑多大なる

られた︒

されることへの期待も見

ペットボトルや缶で
提供している

で受け付けた書類や現

関係で︑期日がなかなか

お椀やコップで
提供している

２０２１年 ４月から利用開始予定

最終調整段階に入ってい
では有料化する照会先も
申出書を３部作成し︑郵

照会先は︑プルダウンで

く︑再入力の必要はない︒ する方式を既に導入して

データを訂正すればよ

いるが︑ここまで本格的

係各所のご協力があった

入らないことへの不満

27 件の回答

でいる︒ ︵小川

友深︶

動を始めるぞと意気込ん

い︒今年こそは絶対に運

先の課題といってもよ

力を上げることは︑最優

時代︑自分の体力︑免疫

い︒ウィズコロナのこの

そうも言っていられな

がらない▼だが︑もはや

つ︑なかなか重い腰が上

やらなければと思いつ

し︑健康のためにも何か

ワークが中心の仕事だ

全くなくなった︒デスク

定期的に運動する機会は

弁護士になってからは︑

ツをしていた︒しかし︑

まで︑何かしらのスポー

幼稚園の頃から大学時代

元々︑
スポーツは好きで︑

ということである▼

事項がある︒﹁運動する﹂

来︑いや十数年来の懸案

負はというと︑ここ数年

個人として新しい年の抱

共通の願いとして︑では

ようにというのは全世界

コロナが少しでも収まる

いくしかないのだろう▼

ロナの心持ちで対応して

が︑しばらくはウィズコ

束を願うのはもちろんだ

だろうか︒一刻も早い収

２月にはどうなっている

至った▼この原稿が載る

る︒
出てきたため費用も一律

券と現金を用意して現金

選択すると住所等の情報

条照会のオンライン

最後に︑短期間でオン

現在︑当会が処理する
でなくなり︑事務局の負

書留で送るという方法

が自動的に入力される︒

申出済のデータはリプラ

な

からに他ならない︒担当

他方︑特別な対策は取

促進等の回答があった︒

や︑今後電話やＷＥＢ会

Q4-4. (Q4-1でA又はBを選択した場合)来所時のお茶出しについて
お聞かせください。

染拡大︒会館閉鎖という

申出は全国でも初の試み

その他→末尾自由回答欄へ
ご記載をお願いいたします

議システムの利用が促進

謝申し上げたい︒

副会長として︑改めて感

面談時にマスクの着用を
お願いしている

っていないとの回答も１
件あった︒

お茶は出さないことにした

である︒

オンライン申出に抵抗

来所時に検温を
お願いしている

そのほか︑裁判所との

来所時に手指消毒を
お願いしている

金︑郵券をチェックし︑

その他→末尾自由回答欄へ
ご記載をお願いいたします

条照

メール

非常事態の中で︑

ビデオ会議

情報をシステムに入力す

事務局側では︑会員が

電話

使ったリモートワークの

22 件の回答

23

25 件の回答

ので︑記載もれが防げる︒ も保存が可能である︒

消毒／机を離す︑相談者
の 人 数 制 限 な ど の﹁ 密 ﹂
の回避／アプリケーショ

Q4-2.(Q4-1でB又はCを選択した場合)非対面での打合せでは、
何を利用されていますか (複数回答可)。

オンライン化の
メリット

添付資料がある場合はＰ

Ｃ全件非対面での打合せに
移行した

用の什器備品のこまめな

Ｂ対面での打合せを残しつつ、
非対面での打合せを増やした

ンやクラウドサービスを

Q4-3.(Q4-1でA又はBを選択した場合)相談者等の来所時に
取られている感染症対策についてお聞かせください(複数回答可)。

23

Ａ特に非対面での打合せを
増やしてはいない

全国でも初の試み

条照会の件数は︑年間
担は増す一方だった︒

に︑いつも以上に不自由

照会事項が定型化されて

イメールに添付されて送

条照会オンライン申出

12

いる照会先の場合はテン

Q4-1.コロナ禍前と比べ、電話等非対面での打合せは増えましたか。

信されるので︑会員側で
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こうした会員と事務局

いて具体的な回答が見ら
れたので︑いくつか紹介
例えば︑換気の際のサ
ーキュレータの使用／共

28 件の回答

現状の問題点

28 件の回答
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条

員のコロナ対策を考える

Q3.事務局のテレワークの有無及び頻度についてお聞かせください。

一助となれば幸いである︒ したい︒
自由回答欄を設けたと
ころ︑換気や消毒等につ

テレワークはしていない

会の事務の効率化が急務

テレワークはしていない

来年度から始まる

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

プレートを用意している

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
週1~2日テレワークする

る︒照会先の住所等の変

個々の弁護士の判断に
委ねている

本アンケートが︑各会

週1~2日テレワークする

条の２

名

週3日以上テレワークする

照会︵弁護士法

ートを実施し︑うち

から回答を得たので︑本

28 件の回答

となった︒

その他

更 は ｙ ｉｎ ｆｏ 等 で 会

特に対策は取っていない

ついてウェブ上でアンケ

検温器を設置している

号ではその結果を掲載す
る︒

週3日以上テレワークする

23
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に基づく照会︶のオンラ

当会編集委員会では︑
月 日ない
名あまり

し２０２１年１月８日

２０２０年
に︑所属委員

Q2.弁護士のテレワークの有無及び頻度についてお聞かせください。

28

28 件の回答

23

消毒薬を常備している

23

Q1.事務所で取られているコロナ等感染症に対する対策について、
該当するものを以下からお聞かせください(複数回答可)。

を対象に︑コロナ対策に

−
面談室にビニールシートを
設置している
面談室にアクリル板を
設置している

23

28

40

弁護士、事務員がマスク着
用で執務している

23

コロナ対策緊急
アンケート
12

0
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（１）

月

日︑人権擁
過労自死し︑公務災害の
認定を受けているが︑実

昨年

とが何度かあった︒

者が叱咤激励？されるこ

ならないとの意識が高ま

用して︑前進しなければ

当会に関する重要な人

護委員会は当会会館５階

事として︑司法研修所教

っている︒

る会員として︑会館への

官︑日弁連事務次長はい

私も県西支部に所属す

移動に時間を要する中で

まだ女性会員未就任であ

最終回

会務に関わってきたた

るし︑それらの道を切り

男女共同参画と 私

め︑会務の合理化・無駄

開いてもらうため︑そし

際には︑これを大きく上

の削減には敏感であった

て何よりも色々な会員に

において︑神奈川過労死

つもりであるが︑家事育

幅広く会務に参加しても

回る数の教員が過労死・

児と弁護士業務を両立さ

らうためには︑女性副会

過労自死していると推測

史絵会員に副会長になっ

せ︑経営者として事務所

長をさらに増やして会務

等を考える家族の会の代

てもらうことができた︒

を維持してきた彼女の感

表である工藤祥子さんを

接口説くことが通常であ

これまでの彼女の会務歴

覚には及ばない︒

女性副会長賛歌〜ふみえグッジョブ〜
り︑執行部６人に女性が

は︑常議員や総務系未経

弁護士会の会合は︑時

されることが説明された︒

いないという事態はおそ

験で特定の委員会限定で

間を掛けて議論した挙

講師として招き︑教員の

等の教育職員の給与等に

工藤さんは︑自身も小 ︵ 公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校

らく今後はありえないだ

あり︑男性副会長の多く

句︑堂々巡りとなってし

剱持 京助

関する特別措置法︶によ

ろう︵個人的には︑会長

が経てきた道とかなり異

会長

学校の教員として勤務し
って︑実際の残業時間と

候補によるリクルート方

なる︒

その理由として︑公立

た経歴を有しているが︑
は無関係に給与月額の４

式は︑執行部の一体感を

学校の教員には︑給特法

中学校の教員であった夫
％が教職調整額として支

高める一方︑期や会務経

を行った︒

を２００７年に過労死で
給されるため︑労働時間

最後になるが︑今回の

ことも大切であろう︒

の意識改革を図っていく

亡くすという痛ましい経
の管理がほとんど行われ

工藤さんは︑教員が医

までの活動に敬意を表

が︑今期理事者としては︑ 共同参画推進本部のこれ

日︑当会会

ループを加えた︑合計４

スをためないように工夫

について調整し︑ストレ

連載を含めた当会の男女

しかし︑彼女の能力・

彼女の存在が刺激とな

54

まうこともあると感じる

個性や多彩な経験は︑そ

験が偏り気味となって︑

れを補って余りあるもの

ず︑時間外の業務は教員

バランスを失する可能性

師など他職種と比べても

も少々あるものと考えて

木村保夫執行部の副会長

期の小豆澤

年も女性理事者は皆無だ

の自主的活動として扱わ

今期は︑

った︒

長時間労働をしているこ
とや︑
国際的な比較でも︑ れ︑公務災害の手続でも

昔と違い︑今は会長立

し︑今後も大いに期待す
候補者が副会長候補を直

るところである︒

になった︒理事者６人は

り︑理事者会の日を含め

全員男性で︑その前後の

て時間を最大限有効に活

労働時間として扱われな

月

であり︑副会長として大

い傾向があることが指摘

働をなくしていくため

グループを構成した︒

ずつ入り︑それとは別に

手会員が５名ないし６名

期までの当会若

グループに日弁連委員が

つのグループに分け︑各

会場では︑参加者を３

換会であった︒

けられた当会での意見交

今回は大規模会と位置付

護士会において行われ︑

中規模会としての群馬弁

しての釧路弁護士会及び

見交換会は︑小規模会と

があった︒過去２回の意

２回の意見交換会の報告

より︑趣旨説明及び過去

長である山本昌平弁護士

サポートセンター副委員

の後︑日弁連若手弁護士

畑中優宏副会長の挨拶

意見交換会が開催された︒

て︑どの会員も業務時間

こと︑④及び⑤に共通し

うでない会員とに割れた

力を入れている会員とそ

ＨＰやネットでの集客に

が多かったこと︑③では︑

的に参加しているとの声

②では︑勉強会に積極

テーマとして行われた︒

業務上の悩み事など︑を

課題や解決策︑⑥その他

ライフバランスに関する

世代として抱えるワーク

題︑創意工夫︑⑤子育て

タルヘルスにおける課

業務を行ううえでのメン

題や創意工夫︑④弁護士

の事務所経営における課

夫︑③個人事業主として

面における課題や創意工

状︑②専門家として業務

弁護士業務を取り巻く現

意見交換は︑①弁護士・

︵会員

る予定である︒

め︑フィードバックされ

弁連において取りまと

られた情報は︑今後︑日

は盛況のうちに終了とな

挨拶があり︑意見交換会

士より︑総括及び閉会の

員長である松田純一弁護

護士サポートセンター委

最後に︑日弁連若手弁

の意見が出た︒

でき︑有意義であったと

や創意工夫を知ることが

護士が置かれている状況

た︒その中では︑他の弁

有するために討議を行っ

換の後︑全体で情報を共

各グループでの意見交

田中

恒司︶

なお︑意見交換会で得

った︒

あった︒

していたことは特徴的で

ＺＯＯＭを使用して当会

３名︑

若手会員が５名入ったグ

館５階において︑標記の

昨年

活躍中で︑他の男性理事

日本の教員の労働時間は

に︑まず給特法を改正し︑

密を避けながら行われた意見交換会の様子

いる︶︒

ＯＥＣＤ加盟国の中で最
された︒

さらに︑工藤さんの報
教員についても適切な労

27

長であることを︑数値を

告によれば︑日本の教員
働時間の管理を行ってい

神奈川県弁護士会
若手会員との意見交換会

そして︑教員の過重労

は︑授業に関連した労働

日弁連若手弁護士サポートセンター主催

示しながら紹介した︒

時間は諸外国の教員と大

学習会の最後には︑良

く必要があるとの訴えが

い教育を実現するには︑

あった︒

校運営業務に多くの時間

まず教員が健康であるこ

きく変わらない一方︑部

を割いている実態が数値

働によって教員を休職や

でも裏付けられていると

退職に追い込むのではな

とが必要であり︑過重労

また︑２０１０年から

のことであった︒
２０１５年までの５年間

く︑教員を育てていく現
場へと変えていかなくて
はならないことが語られ
工藤さんの講話は︑現

た︒
在の学校教育が教員の犠
牲の上に成り立ってお
り︑この現状を変えてい
かなければ︑今後︑我が
国の学校教育は機能不全
に陥るのではないかとい
うことを︑厳しく問いか
けてくるものであった︒

11
60

私は︑２０１２年度︑

験をした方である︒

過重労働に関する学習会

18

活動などの課外活動や学

講師の工藤祥子さん

田渕 大輔
人権擁護委員会働く人部会 部会長

12

で 名の教員が過労死・
28

（２）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ ２ １ 年 ２ 月 号（ 第 ３ ９ ７ 号 ）

より良き学校教育の実現のために

教員の過重労働に関する学習会

このたび︑当会は︑一般
れもあった︒

務所協会︵以下﹁建築士協
ることが可能となった︒こ

となる建築士の推薦を受け

会から︑あっせん人候補者

本協定により︑建築士協

会 ﹂︶ と の 間 で︑ 神 奈 川 県

社団法人神奈川県建築士事

弁護士会紛争解決センター

理事者室

年の瀬のある１日

れてよかった︒思い起こ

れにより︑当センターでも︑

せば︑自分も夏に拾った

における和解あっせん手続

つからない⁝︒祈りなが

いわゆる建築紛争に十分対

ら加賀町警察に電話する

応可能な体制が整ったとい

つ︑馬車道に勇んで向か

において︑あっせん人候補

ったのであった︒

者となる建築士の推薦に関

議の期日が入っていたた

正穂

め︑中座して自分の事務

吉田

なお︑当センターにおい
コロナ禍の年末︑毎年

副会長

定は︑当会から建築士協会
ては︑建築紛争の内容に関
家族で訪れているお店の

える︒

に対する建築士あっせん人
する制限がないため︑自宅

時スタート︒例年より早

時半ころ理事者会終

距離︒長引き︑戻ったの

館からほんの２〜３分の

護士会に連絡するも不明︒ に時間かかるも︑どうに

に謝りながら事務所・弁

中に気づく︒食事中︑妻

した時だったか！手続き

電話会議のために往復

報われる！かどうかはわ

で届けたことも︒善行は

某先生の通帳を事務所ま

レストランに向かう途

財布を尾上町交番に届け

紛争はもちろん︑住宅では

いが︑このご時勢やむを

と︑

ない建築物や建設住宅性能

﹁ あ れ っ︑ 財 布 が な い

従来も︑当センターに対
評価書の交付されていない

得ない︒高齢の母は自重
前日︑起案を終えたこ

所に向かう︒事務所もみ

し︑建築に関する専門的知
住宅などに関する紛争であ

して妻と２人だけの予約︒ は１時間後︒

か ら な い が︑﹁ 皆 さ ん︑

拾った貴重品は交番に届

時すぎには妻と帰宅

か

いた方々と妻には迷惑を

捜索に関わっていただ

の瀬でした︒

にして言いたくなった年

の途につく︒

事務所に戻って捜索︒当

かけたが︑いい人に拾わ

前回の任期では常議員

時半ころ切り上げ︑

落ち着かないディナー

会会館も捜索︒馬車道ま

会での事前準備の重厚さ

は
務所に戻って平穏無事を

での道も今一度辿るが見

支部の支部総会の決議を

や当日の熱い議論に圧倒

﹂と声を大
確認︒やれやれ︒年末ら

経ているので︑川崎支部

けましょう
しいバタバタに苦笑しつ

月で登

の期待を背負っていると

されていたが︑さすがに

周年を迎えた︒気が

期は昨年の

付けば弁護士としてもは

いう責任を自覚してい

年も経つと内容に

‼

常議員については前に

長という立場もある︒

人的に川崎支部の副支部

になり︑また︑

ついても理解できるよう

年前よ

１期だけ務めたことがあ

気である︒

録

や若手とは言い難い雰囲

登録

時半すぎに念のため事

了︒来客対応も終えて︑

21

る︒しかも︑今年度は個

19

15

16

クリスマスディナーは

見を要する事件の申立てが
っても︑申立てが可能であ

ろには日が変わり︑帰宅

ていた︒数年前にはＡＴ

あった場合︑あっせん人と
る︒建築紛争について裁判

して床に就いたのは深夜

Ｍに置き忘れられていた

して建築士を選任すること
外で解決したいというニー

﹁尾上町交番に届いて

は可能であったが︑建築士

ズに十分応えることができ

組みは︑コロナ禍が過ぎ去っ

います﹂

あっせん人の候補者名簿な

３時ころ︒寝不足のまま

ことはできない︒そこでビデ

ても︑新たな取材の幅を広げ

⁝﹂

どはなかった︒そのため︑

るので︑是非当センターを

時前に当会会館に到
健生︶ 着︑会議に滑り込む︒

な取材を続ける中で︑コロナ

オチャットを使ってインタビ

12

なと大通り沿い︑当会会

当センター委員の伝手をた
︵会員

利用されたい︒

時半から今年最後の理事

矢島

どるなどしてあっせん人を

候補者の推薦依頼に関する

する協定を締結した︒本協

だ

枠組みを定めるものである︒ のリフォーム工事に関する

17

選任していたことから︑選
任に時間を要し︑速やかに

時半から電話会

者会︒

大規模な集団感染が発生し
禍から生まれた新たな希望に

ポス

き︑声を上げたい医療従事者

富人︶

会員 髙橋 慶（58期）

期日を開催ができないおそ

た大型クルーズ船・ダイヤモ

る方法として定着していくと
思う︒

ビスの普及は取材の大きな武

報道局ニュースセンター
森本

神奈川県担当記者

の声をいくつも拾うことがで
例えば︑感染患者を扱う医

取材場所を問わないこの仕

器になった︒

︵テレビ朝日

ている︒

が定着していくことを期待し

闇から生まれた新たな選択肢

が続くことが多かったが︑暗

この１年間︑暗いニュース

ないか︒

域活性化の一助となるのでは

が様々な分野で女性活躍や地

ロナにおいて︑柔軟な働き方

の多様性を広げた︒ポストコ

テレワークの普及も働き方

互いが対面せずに取材がで

ューを行う︒こうすれば︑お

へ
着

オンラインを駆使したサー

気付くこともあった︒

港してから︑今月で１年にな

ンドプリンセスが横浜港に入

13
社会部

減らすため︑足を使った取材

療機関に取材陣が直接訪れる

年度で

か調べたところ︑ちょう

り︑いつの話であったの

コロナウイルス感染症拡

の幕開けとなった︒新型

今年度常議員会は波乱

れこそが︑市民から弁護

うことを肌で感じる︒そ

会に求められているとい

りも幅広い役割が弁護士

年前の平成

士に対して求められるも

ど

大に伴う対応で︑弁護士

あった︒当時も今回もい

と呼ばれる形で常議員に

立候補しているが︑川崎

とを示しているものと思

ったというメリッ

に参加しやすくな

会員としては格段

しれないが︑支部

う側面があるかも

伝わりにくいとい

る︒

力を尽くしたい所存であ

なった任期も微力ながら

的のために︑残り僅かと

護士会を目指すという目

執行部の下︑よりよい弁

剱持会長率いる今年度

う︒

トは大きい︒

アル会議の熱量が

弁護士会館におけるリ

イブリッド開催となった︒ のが増えてきたというこ

わ ゆ る 支 部 枠︵ 兼 期 枠 ︶ 会館と支部事務所でのハ

10

る︒
未曾有の事態を皮切りに︑
全国に感染が拡大し２０２０
年は新型コロナウイルスとの
闘いの年となった︒
横浜地裁では︑感染防止対
策として︑緊急事態宣言中に
公判期日が相次いで取り消さ
れた︒再開後も裁判員裁判で
は︑法檀にアクリル板が設置
されるなど︑見慣れた法廷は
これまで誰も見たことのない
光景に変わっていた︒
我々︑記者も例外なく影響

り

支部選出の常議員

10

きた︒

が難しくなった︒
しかし︑
様々

15

10

22

建築士あっせん人候補者の
推薦につき協定締結
ナ 新しい常識、定
ロ
トコ

15 58

10

A D R？
を受けた︒人との接触機会を

よ
常議員会
の い ま
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年

川県が現場の事件︑さら
には︑重大な事件を調査

いかに横浜裁判が苛烈で

誉にかけて遂行すべき大

ちが﹁全日本弁護士の名

いた︒４割近い弁護士た

送が遠路取材にやってき

局も福岡のＲＫＢ毎日放

映かもしれない︒テレビ

道した︒これらの報道が

で６分にわたって全国報

言人組合として創立して

昨年は︑当会が横浜代

くれることを願いたい︒

件の調査に立ち上がって

位弁護士会が︑地元の事

年をかけて︑先

イ楽しくゴルフがしたい

新ぺリア方式︵隠しホ

と８月に毎年行ってきた

月例コンペは中止︒７月

された４月から６月まで

︵会員

間部

ば幸いである︒

武藤

苦しい︑というものもあ

︵会員

た︒

対応が急務になると感じ

真知子︶

ったが︑今回特に目立っ

にはどのような手続きが

ではなく２月２日でした︒

今年の節分は２月３日

明治 年以来︑１２４

年ぶりと聞いて驚きまし

業員に生活保護を受けさ

なければならなくなる従

あったことです︒

れよりも昔の明治 年で

として発足したのが︑そ

会 が﹁ 横 浜 代 言 人 組 合 ﹂

さらに驚いたのが︑当

た︒

せたい︑といった経営者

早川

健二

和孝

小川

中嶌

将大

友深

慶子

雄一郎

若林

西

高橋

歴史の重さを感じてい

デスク

ます︒

の感染拡大による影響を

者

記

の基盤を確保するための

えていくと思われ︑生活

や︑より深刻な相談も増

った︒今後︑同様の事案

改めて実感するものとな

は︑新型コロナウイルス

今回のホットライン

からの相談もあった︒

むに伴い︑辞めてもらわ

けではなく︑会社をたた

中には︑自分のことだ

複数みられた︒

必要か︑といった相談が

上げます︒

た︒訂正の上謝罪申し

田晃会員の誤りでし

記載しましたが︑久保

影者を海野宏行会員と

れた写真について︑撮

１月号１面に掲載さ

相曽

ていたのは︑新型コロナ

ウイルス関連の相談であ

った︒

具体的には︑コロナ禍

の影響により︑事業が立

ち行かなくなり︑会社や

店舗をたたまなければな

らなくなって︑その後の

生活の目途が立たないた

日に︑日本

め︑生活保護を受けたい

月

俊明︶ 弁護士連合会及び各弁護

と思っているが受けられ

昨年

士会主催で︑全国一斉生

件であった︒筆者

るのか︑また受けるため

活保護ホットラインが実

時にかけて︑当

施された︒当会では︑
時から

一久︶ 会会館において︑当会の

貧困問題対策本部を中心

に︑同ホットラインから

の電話相談に対応した︒

当会への相談件数は全
体で

時から

時の午後

は︑

の部を担当したが︑電話

を置くとすぐにコールが

鳴り︑ほぼひっきりなし

に電話がかかってくるよ

うな状況であった︒

相談内容としては︑従

来と同様に︑申請に行っ

たが受理すらしてもらえ

ず断られた︑生活保護費

の水準が低いため生活が

相談の電話はひっきりなしに寄せられた

したい︒
こうした決意に新聞各
紙が賛同し︑当委員会の
活動を紹介する記事を書
いている︒殊に地方紙が
大きく取りあげているの
は︑事件の現場が日本全

あったかが分かる︒しか

たほか︑ＮＨＫも昨年

国に及んでいることの反

し︑どのような行為がど

事業﹂であるとの飛鳥田

日の
﹁おはよう日本﹂

応して弁護活動をしたこ

社会への関心を広げてく

月

とには頭が下がる︒その

れるであろう︒

喜一会長の呼びかけに呼

事件を調査し︑世の中に

されていない︒

伝えることは後輩の責務

とを決議し︑

から１４０年の節目の年

意欲ある会員が当委員

年１月︑横浜弁

護士会︵当時︶は︑臨時

弁護士が立ち上がった︒

年後には会創

昭和
総会を招集してこの軍事

かは︑ほとんど明らかに

のような手続で裁かれた

ＢＣ級戦犯横浜軍事裁判
第２期調査開始にマスコミが関心
第１期委員会から
後︑なぜ当会は第２期調
査を始めたか︒
横浜地方裁判所を接収
して米第８軍が行った軍
事裁判では３２７件の判
決が言い渡されたが︑第
件だけだった︒

１期調査で取りあげたの

い渡され︑再審で減刑さ

その当時の会員数は１１

であり︑

は

であろう︒

れたケースが相当あった

７名︒敗戦直前の横浜大

立１５０年を迎える︒こ

現場を抱える地方の単

裁判の弁護に取り組むこ

ものの 人に絞首刑が執

空襲で関内地区は壊滅的

輩が手がけた事件︑神奈

れから

ートップは︑いずれもグ

ールのスコアでハンディ

避暑地での合宿も中止︒

―新型コロナウイルスの感染拡大を受けて

10

１２３人に絞首刑が言

行された︒戦争指導者を

な打撃を受け︑ほとんど

子ＣＣにて横浜法曹ゴル

向かう会員もいれば︑自

ロス 台で抜群の実力を

を決めるため︑上位入選

生活保護ホットライン

10

名の先輩

裁いた東京裁判で絞首刑

の法律事務所が焼失して

︵会員

ものである︒

フ会主催の忘年ゴルフコ

身は早々の大叩きで脱落

ゴルフに限った話では

見せつけた︒
ないが︑昨年はコロナに

ゴルフコースにも押し寄

には運が必要︶で行われ

その後︑月例は復活させ

会に加わっていただけれ

あったことに比べると︑

の星条旗﹂
︵日本評論社︶ が執行されたのが７名で

一刻も早くコロナが収

年に﹁法廷

を出版して活動を終えた

束し︑以前の様にワイワ

めた︒平成

戦犯横浜裁判調査研究特

雅彦会員︑３位は渡辺孝

昨年４月から︑ＢＣ級

別委員会が再度活動を始

太郎会員︒当会が誇るツ

ンペが行われた︒コロナ

し︑あとはひたすらライ
関心を集中させる会員も

翻弄された１年であっ

せており︑今ではコンペ

た競技の結果︑優勝した

たものの︑表彰式はなし︑
が届かないほど各自離れ
て座った︒

全国一斉
12

18

れる度︑負けじと気を引

期

バルの動向︵大叩き︶に

月

感染防止対策の中︑

人

昨年

期まで総勢

が︑二川裕之常議員会議

いる︒悲喜こもごもであ

参加者のスコアがリアル

ホー

た︒緊急事態宣言が発出

タイムでカートに表示さ

のは田中治会員︒

る︒

れる︒違う組に入ったラ

個のグロス
は実力も兼ね備えた優
勝といえる︒２位は井上

昼食はお酌しようにも手
ル中︑パー

ＩＴの波は自然豊かな

り広げた︒

長杯を目指して熱戦を繰

から

70

30

10

10

51

イバルのスコアまで意識
せざるを得ないのであ

18

13

34 15

る︒スコア表示が更新さ

10

16

16

12
議長杯を授与される田中治会員（右）
。プレゼンターの
鈴木軌士会員

12

70

16

22

16

き締めて次のショットに

忘年ゴルフ

43

10

83

13 38

16

日︑名門磯

横浜法曹ゴルフ会

（４）
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