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第１回市民会議開催

当会の広報のあり方に関して多彩な意見

７月

日︑ 当 会 会 館 に お い て︑ 委 員 ７ 名

が 出 席 し て︑
﹁横浜弁護士会の広報のあり

団体連絡会︶からは多様

平成

年 月

日︵金︶

時〜
19

痛い意見も含
らは弁護士は市民にとっ

川県連合会︶や佐藤氏か

本労働組合総連合会神奈

また︑金井克之氏︵日

池田議長の的確な議事

意見があった︒

だけ作れるかが肝要との

市民と付き合う場をどれ

同組合︶からは日常的に

月

副委員長

日午前

二川

岩田副会長

た︒

より選任され

委員の互選に

しているもので︑今年で

うことを目的に毎年開催

を学生に身につけてもら

的なものの見方や考え方

サマースクールは︑法

接聞いたりする

の法曹の話を直

を見たり︑現役

のできない場所

は普段入ること

れた︒学生たち

午後は横浜地

を体験した︒

時

時に

沿いながら刑事裁判手続

検察官役となり︑台本に

裕之︶

︵広報推進委員会

予定されている︒

は︑

会となった︒第２回会議

時間半にわたる会議は閉

員会委員長の挨拶で︑１

との木村良二広報推進委

報告できるようにしたい

はなく次回会議で成果を

聞きっ放しに終わるので

市民会議で出た意見を

事概要を参照されたい︒

ムページに掲載予定の議

横浜市関内ホール︵大ホール︶
香山リカさん

めて忌憚のな
て接点が少なく敷居が高

進行のもと︑個々の委員

から主に当会

８回目を迎える︒例年︑人

機会を持ち︑興
委員長と筆者から当会の

入学式での小野会長の

裁の法廷で模擬

なる事件につい

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

する法定団体です︒

害が予想される案件で

ＤＶ事件など業務妨

ることができる︒

であっても︑増額す

なく援助開始決定後

出できる︵着手金が

して着手金を増額支

基準上︑困難案件と

件は︑代理援助立替

処理に困難を伴う案

１ ＤＶ事件など事件

を取ることができる︒

現時点では以下の対策

律扶助事件において︑

法テラス経由の民事法

有効な対策となるが︑

分配するなどの工夫

金を複数の弁護士で

は︑増額された着手

題ない︒この場合に

動することは何ら問

い︑代理人として活

直接委任状をもら

護士が被援助者から

事件に関わる他の弁

とになる︒ただし︑

弁護士が契約するこ

助契約自体は一人の

民事法律扶助の援

増額されると原則と

︵会員

が必要になる︒

額も増額される︶︒

ので︑印象などに捉われ

た︒どの班も真剣そのも

についての評議を行っ

その後︑班ごとに争点

容も年を追うごとに充実

庁との連携により企画内

ているが︑裁判所・検察

に若手の委員で運営され

サマースクールは︑主

岡田

ず︑証拠から事実を認定

し︑学生達にとって法律

援助申込時だけで

し︑窃盗未遂罪が成立す

に接する有意義な機会と

山山 ゆ り

先日︑チアリーディン

グを題材にしたミュージ

カルを観に行ってきた︒

全米で活躍中のチア選手

も出演しており︑高度な

技が披露されるたびに会

場は熱気に包まれた▼私

自身も高校・大学と７年

間チアを続けてきた︒チ

アは競技の応援を起源に

しているが︑チア自体も

競技になっており︑制限

時間の中でスタンツ︵人

の上に人が乗ったり︑人

を飛ばしたりするといえ

ばイメージしやすいだろ

うか︶やダンスを織り交

ぜ︑技の難易度や完成度

等を競い合う︒本番を迎

えるまでには︑地道な練

習を何度も繰り返し︑ま

た基礎体力作りのための

トレーニングも欠かせな

い▼大学卒業とともに引

退してしまったが︑いま

だにチアを見ると心は一

瞬にして練習に明け暮れ

た日々に戻る▼弁護士の

仕事とは何の関連性もな

いようにも思えるが︑﹁う

まくいかなくても︑諦め

ずに何度でもチャレンジ

する﹂というチアスピリ

ットは︑弁護士の仕事を

するにあたっても生かさ

それぞれの班から結論と

ており︑当日はテレビ局

メディアの関心も高まっ

点になっているのではな

ことは︑誰にとっても原

れている気がする▼学生

理由が発表されたが︑学

２社を含む合計６社が取

いだろうか︒仕事とは一

普及のために︑積極的に

今後も県内への法教育

らかの形で仕事につなが

思えることでも︑案外何

見何の関係もないように

麻樹︶

っているものなのかもし

良作︶

︵飯島

︵法教育委員会

高栁

れない︒

部会長

サマースクール企画部会

活動をしていきたい︒

時代に夢中になっていた

生達は同じ証拠を見なが

材に来ていた︒

が言い渡された︒

被告人役の弁護士に判決

づき︑現役の裁判官から

最後は︑多数意見に基

る︒

とに驚いていたようであ

らも︑結論が異なったこ

がなされた︒評議終了後︑ なっている︒また︑マス

るかどうか白熱した議論

健太郎︶

して被援助者の償還

任して対応することが

は︑複数の弁護士で受

２

日本司法支援センター対策委員会
からのお知らせ

時から先着順に整理券を配布します︒開場 時半〜︶

17

憲法問題シンポジウム ﹁精神科医が語る平和憲法﹂
日時
︵

場所
講師

イスがあった︒

い意見を聞か
く感じられるため親しみ

が選出母体での経験を踏

さらに︑早川寛氏︵神

せてほしいと
やすさを出すよう努める

まえた多彩な意見が活発

奈川県勤労者医療生活協

の小野会長の
べきとの意見︑塚原良一

に交換され︑非常に示唆

なメディアからの発信の

開会挨拶︑出
氏︵横浜商工会議所︶か

に富むものであった︒詳

必要性が強調された︒

席者︵神奈川

らは広報のターゲットを

細については︑当会ホー

方﹂をテーマとして第１回市民会議が開催

県社会福祉協

しぼるよう的確なアドバ

毎年 好評

10

マスメディアも関心

議会の篠原正
治委員は欠
席︶の自己紹
介に続いて︑

龍彦氏︵横浜

た︒座談会では法曹三者

から職業紹介がなされ
地方裁判所・横浜地方検

が参加し︑クイズを交え

日︑当会・横浜

授︶が︑副議

察庁共催の﹁サマースク

ながら仕事内容

７月

長には佐藤奇

ール２０１４﹂が開催さ

国大名誉教

平氏︵神奈川

の組織につい

気のイベントで︑今年も

味津々といった

などの紹介がさ

て︑狩倉広報

県内の中高生から１００

市民会議は︑地域の多

広報の現状についてそれ

挨拶の後︑学生達は４︑５

裁判を実施し

された︒

26

れた︒

推進委員会副
様な分野から委嘱された

ぞれ概略説明をした後︑

名の班に分かれ︑担任役

名を超える応募があった︒ 様子であった︒

８名の委員から成り︑当

委員による意見交換とな
会の活動・運営に広く市

た︒窃盗未遂罪
った︒

の弁護士引率の下︑施設
民の意見を反映させるこ

施設見学では裁判所・

て︑学生自身が

見学や座談会に向かった︒ の成否が争点と

裁判官・弁護士・

吉田雄人氏︵横須賀市

と共に︑そこで働く方々

検察庁内部の見学を行う

長︶からは戦略的・長期
的な広報の重要性︑柿本

とを目的として︑今年度

21

10

18

章子氏︵神奈川県消費者

から設置されることとな
弁護士会にとって耳の

った︒

18

地裁法廷での模擬裁判

27
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議長には池田

会議終了後の記者会見
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年 月に

パブリック法律事務所

相模原で街頭活動をしました

それに対して自衛隊も応

設した国から反撃され︑

にほかならず︑機雷を敷

で政府の判断次第という

に該当するかは︑あくま

うな事態がこの新３要件

このままでは︑どのよ

辺事態法等の個別法の改

法︑武力攻撃事態法︑周

閣議決定に基づく自衛隊

来年の通常国会で︑本

えられようとしている︒

である︒

すべての国の行為は無効

とより︑憲法に違反する

正が予定されている︒も

る︒

一人一人が問われてい

望むのか︑いま︑私たち

る︒私たちがどんな国を

みぎわ︶

ことにもなりかねない︒

とする法曹養成制度の理

ては︑法科大学院を中核

されており︑日弁連とし

て︑日弁連副会長・水地

日︑当会会館に

啓子会員による会務報告

念を損ねることがないよ

会が開催され︑約

告の場ではなく︑会員の

務報告会を︑一方的な報

本部︑全面的付添人実現

が担当する憲法問題対策

この他にも︑水地会員

うことであった︒

意見を聞く場としても活

本部の取り組みが紹介さ

は︑司法試験における予

養成制度改革顧問会議で

された︒ここ数回の法曹

り組みについて報告がな

曹養成関連の委員会の取

度改革実現本部などの法

員が担当する法曹養成制

できないか﹂といった要

体とが共同で行うことは

る集会を日弁連と他の団

しい﹂
︑﹁憲法問題に関す

遇に向けて取り組んでほ

する法科大学院の学費優

て︑﹁ 社 会 人 経 験 者 に 対

これらの報告に関連し

出席した会員からは︑

れた︒

備試験合格者の合格率と

たい︒

滝島

︵会員

広子︶

報告会にも期待し

う︒第２回以降の

実現されたと思

方向的な報告会が

地会員の目指す双

な機会となり︑水

信したりする貴重

に対する要望を発

をしたり︑日弁連

動についての質問

直接︑日弁連の活

に︑会員にとって︑

供されるとととも

ついての情報が提

連の最新の動向に

様々な分野における日弁

今 回 の 報 告 会 で は︑

望が出された︒

するかという問題が議論

率の差をどのように是正

法科大学院修了者の合格

この日は主に︑水地会

た︒

用したいとの思いを述べ

冒頭︑水地会員は︑会

会員が出席した︒

う検討を続けているとい

名の

７月

櫻井

戦し︑互いに武力の応酬

今年の６月で赴任から

︵会員

へと発展する可能性があ

また︑本閣議決定は︑

２年が経った︒私は小学

主権者は私たちであ

る︒これはまさに﹁戦争﹂

自衛隊の活動をいわゆる
グレーゾーンヘ拡大して
おり︑また国連安保理決

安倍首相は︑武力行使

そのものである︒

議に基づく多国籍軍等へ

昨年 月の秘密保護法

地方に赴任して興味深

生のころに鎌倉市腰越に

了導︶

14

道をひらくものであっ
の新３要件について︑明

て︑憲法９条に違反する
確な歯止めとなっている

について︑これまで自衛

のみならず︑立憲主義に

隊の活動場所を﹁非戦闘

も違反するものであるこ
海峡での機雷除去の例が

７月１日︑政府は︑﹁我

示すとおり︑経済的な影

が国と密接な関係にある
信じがたいのは︑安倍

の補給などの
﹁後方支援﹂

首 相 が︑﹁ 日 本 が 再 び 戦

地域﹂に限っていたが︑

と強調するが︑ホルムズ

発生し︑これにより我が

響であっても︑新３要件

とはいうまでもない︒

国の存立が脅かされ︑国
争をする国になるという

他国に対する武力攻撃が

民の生命︑自由及び幸福

らに︑ＰＫＯ等の国際平

これを﹁現に戦闘行為を

和協力活動や邦人救出等

行っている現場ではない

に際して武器を使用でき

を満たす可能性がある上

重大な影響を受ける場合

日︑ 安倍首相は︑日米同盟が

る範囲も拡大するとして

に︑武力行使の地理的範

も︑この新３要件を満た

ようなことは断じてあり

す可能性が高いと認めて

いる︒

えない﹂と繰り返し発言

において︑ホルムズ海峡

いる︒さらに︑閣議決定

の制定︑今年４月の武器

追求の権利が根底から覆

が機雷で封鎖され︑石油

では触れられていなかっ

される明白な危険がある

自衛権の行使等を容認す

の供給が滞るような場合

た国連の集団安全保障へ

輸出３原則の緩和に続

場所﹂へと拡大した︒さ

る閣議決定を行った︒

であっても︑自衛隊が機

き︑我が国の恒久平和主

囲の限定もない︒また︑

本閣議決定は︑これま

雷を除去できるようにす

義の理念がいま大きく変

していることである︒

での政府の憲法解釈を大

の参加も︑新３要件を満

う考えるに違いない︑あ

場合﹂には︑自衛の措置

きく変更し︑憲法９条の

べきであるとの考えを示

たしさえすれば許される

の事件で出てきたこのよ

安倍首相は︑７月

下で許されないとされて

は国際法上﹁武力の行使﹂ と説明している︒

しているが︑機雷の除去

も経験することができ

うな事実が手掛かりにな

14

日の国会での集中審議

きた集団的自衛権や自衛

た︒まだまだ潜在的な需

としての武力の行使が認

隊の海外での武力行使に

容は民事・刑事ともなか

要があるとの感触もあ

められるとして︑集団的

り︑いわゆる司法過疎地

なか多彩で︑裁判員裁判

いのは︑やはり︑その土

住んでいたことがあり︑

森田

双方向的な報告会が実現

②

域であるものの事件の内

地ならではの事件であ

横浜修習を経てかなパブ

るのではないか︑などと

る︒八雲町は漁業と酪農

に入所したことから︑神

り︑これからさらに開拓

を主要産業としている

奈川を第二の故郷とも感

考えてなんとか手探りで

が︑これらにまつわる事

じている︒郷愁に駆られ

事件に取り組んでいる︒

件などが起こると︑やる

を進めていこうと考えて

気も出る反面︑どう対応

ることがないわけでもな

いる︒

すればよいのか途方にく

で全うしたいと思う︒

れることもある︒しかし︑ いが︑残りの任期を全力
そのようなときは︑横浜

弁護士

での経験を思い出し︑あ ︵ 法テラス八雲法律事務所
の先生であればきっとこ

日弁連副会長・水地啓子会員による会務報告会

﹁いま︑
憲法を考える﹂

前線
最
パブ
な 北海道で
か

頑張ってます
︵かなパブ︶にて約１年
年６月に法テラスの

半の養成期間を経て︑平
成

れ︑北海道二海郡八雲町
に新たに開設された法テ
ラス八雲法律事務所に赴
任した︒
私が赴任している二海
郡八雲町は︑いわゆる独
立簡裁所在地であり︑地
裁家裁の支部はない︵家
裁の出張所はある︶
︒こ
こに設置された当事務所
は道南・渡島半島のほぼ
北半分をカバーしてお

12

15

40

７月１日の閣議決定を受けて

私は︑平成
12

弁護士登録後︑かながわ

22

スタッフ弁護士に採用さ

24
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受託会社において長年鑑

７月１日︑ＤＮＡ鑑定
ーパーインポーズされて

る︒刑事ドラマなどでス

て︑ＤＮＡ鑑定の基礎知

山清文氏を講師に招い
ることができた︒

聞きその仕組みを理解す

があるが︑今回の講演を

定検査に従事している神 ﹁ 一 致 ﹂ と さ れ る シ ー ン

識等についての研修会を

も当然に１００％一致す

の場合は︑親子であって

これに対し︑親子鑑定

講演では︑ＤＮＡはＴ・
るわけではない︒父子関

開催した︒

億の配列に

Ａ・Ｇ・Ｃで表される４

理事者室

て個数が異なるためそれ

が何個あるか︑人によっ

の配列繰り返しパターン

ＳＴＲ法は︑ＡＡＴＧ

ついて説明がなされた︒

一つであるＳＴＲ法等に

と︑ＤＮＡの検査方法の

より構成されているこ

も︑
偶然の一致でないこと

Ａが矛盾しない場合で

また︑検査によりＤＮ

あるとのことであった︒

母の協力が非常に重要で

ことになる︒そのため︑

が矛盾しないかを調べる

を除外し︑父子のＤＮＡ

係では︑母由来のＤＮＡ

が︑やってきたことを一

かったような気もする

分の１が過ぎ去った︒短

４か月が経過︒任期の３

時点で︑副会長になって

この原稿を書いている

アの話などもあり︑高校

その他︑ミトコンドリ

月の通常総会など︑随分

ったような気もする︒５

罪事件をクローズアップさせ

︵共同通信社 藤澤

いきたい︒

見て
た不必要な要素をつぶす作業

た一つの要素であったことが

裕子︶

り

会員 小林 秀俊（45期）

員会︑本部︑ワーキング

チーム等の助けが無けれ

ば︑理事者の活動は立ち

行かないということであ

る︒それぞれ大変熱心に

活動している会員がおら

れ︑本当に頭が下がる思

おられ︑いつ仕事をして

以上に忙しそうな会員も

玄

４か月間︑兎にも角に

古田

も会議と懇親会が多かっ

いるのかと他人事ながら

いである︒中には理事者

たというのが︑最大の印

もあったが︑ここまで小

うかと不安になったこと

も理事者が務まるのだろ

就任前は︑こんな自分で

と昔のような気もする︒

く体型だけは会長に近づ

と倍増し︑頭脳はともか

ベルトが１本から２本へ

いたら︑腹回りの脂肪の

れた酒を全て飲み干して

り︑全てを平らげ︑注が

ことに心理的抵抗があ

で︑出されたものを残す

それらの方々のおかげ

サッと資料が出て来る︒

どうなの？﹂と聞けば︑

応 え て く れ る︒﹁ あ れ は

クエストに対し︑的確に

らの様々な問題提起やリ

員の存在︒我々理事者か

のは大変優秀な事務局職

また︑忘れてならない

心配になる︒

過はともかく大過は無く

で︑問題山積の当会の会

くことができた︒

務は徐々に︑しかし着実

るような議

論を展開す

た︒常議員会の回を重ね

なければならなくなっ

して意味のある発言をし

そんな私が︑常議員と

に前に進んで行く︒

事運営を心

る 前 に︑﹁ 他 会 に 登 録 し

理事者になって改めて

がけている

ていた弁護士が当会への

思ったのは︑三室︑各委

ようであ

登録換えの申請をしてい

う ︶︒ 残 り ３ 分 の ２ も︑

り︑今後も

するようになっているの

段々と多くの会員が発言

他の議題に関しても︑

れた︒

くの会員から発言がなさ

なり︑若手会員を含む多

続の問題も含めて議論に

認することについて︑手

して常議員会の意向を確

て︑何を︑どう発言して

ンの先生の中に混ざっ

予備知識もなく︑ベテラ

た︒常議員会についての

かなか発言できなかっ

員になったときには︑な

登録数年目に初めて常議

目と常議員会での発言も

上も経ち︑常議員も３回

リと登録換えが認められ

の意見も出され︑スンナ

ベテランの先生から賛成

から異論が出たが︑別の

火を切った︒重鎮の先生

がら賛成意見を述べて口

るようになった︒しかし︑ に︑緊張で声を震わせな

気後れすることなくでき

た︒そのとき賛成意見を

らである︒

い﹂という話があったか

見を発表してもらいた

があるので︑私に賛成意

活発な議論

弁護士登録して

ことを期待している︒

るが︑異論が出る可能性

先日の常議員会では︑

は喜ばしいことだと思

神様のように見えた︒

私は︑この議案の最初

う︒常議員会は何よりも

である︒

出していただいた先生が

三浦議長も︑活発な議

いいか分からなかったの

年以

刑事司法制度の改革に関

がなされる

何とか恙なく乗り切りた

や っ て 来 ら れ た︵ と 思

の昭和の人間であるの

象であろうか︒根っから

い︒

副会長

皆様のおかげです

らを比較する検査方法で

判定方法も行われるとの

を検証するために︑他の

種類の塩基

ある︒ＤＮＡを寒天に沈

め︑沈降速度も異なり︑

の生物の授業を思い出し

ことで大変興味深かった︒ つ一つ振り返ると︑長か

縦型バーコードのような

たりした貴重な研修であ

よって長さが異なるた

縞模様︵バンドというら

った︒
英勝︶

しい︶が形成される︒こ

山本

着かなくなってしまった︒結

の過程を見ていて︑その大変

けとなるような記事を書いて

かけになる︑行動するきっか

見た人読んだ人が考えるきっ

あるのだ︒この映画のように︑

かもしれない︒伝え方は様々

手を挙げている男性も増えた

も多いだろう︒満員電車で両

ん罪について考えたりした人

件を身近に感じたり︑痴漢え

画が話題になったことで︑事

ことだと考えている︒この映

と︑考えてもらう機会を作る

者に事実を知ってもらうこ

私は記事を書くことは︑読

よくわかる︒

︵会員

れを比較してＤＮＡの同

さが画面からよく伝わってき

一性を判別するのであ

被告人側が無罪を立証するた

ＶＤ

先日︑自宅の本棚を整理し
た︒２００７年に公開された
﹁それでもボクはやってない﹂
という映画で︑痴漢えん罪を
題材にしており︑ご存じの方
も多いと思う︒公開当時話題
になり誰かからＤＶＤをもら
ったのだが︑実は見たことが
な か っ た の で︑
﹁裁判担当だ
し︑見ておくべし﹂という気
持ちでＤＶＤを再生した︒
捜査や裁判の進行をぼやっ
と知っているからだろうか︑

だ

ませると︑パターン数に

30

ていた︒この映画が痴漢えん

神山氏の講演を熱心に聞き入る会員

めに一つ一つ証拠を集め︑ま

ＤＮＡ鑑定の基礎知識

ていて一枚のＤＶＤを発掘し

修
妙にリアルな感じがして落ち

なかったＤ
い

よ

議論の場だからである︒

20

会員研
論はなんとなくわかったが︑

常議員会での発言
常議員会
の い ま
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命とは﹂
から考える

事件

年ぶりの釈放であ

る期待が高まっている︒

され︑えん罪が晴らされ
った︒人を裁くことの苦

と判断し︑死刑判決とな

他の２人の裁判官は有罪

実に

あった︒

海渡

双葉︶

を考えさせられる企画で

非常に内容が充実して

︵会員

が理解できた︒
おり︑刑事司法の在り方

横浜法曹ゴルフ会恒例

悩を感じる映画であった︒
さらに︑上映会の前後

映画上映に先立ち︑袴

る︒

でもあることについて述

供述調書の不自然性や︑

の重要性についても説明

度の問題点や︑証拠開示

けられないことと死刑制

した﹁５点の衣類﹂の不

ず︑えん罪防止のための

は︑通過点の１つに過ぎ

取調べの全面可視化

を最大限実現することが

名の会員が

の夏合宿が北海道で行わ

映画は︑第一審で主任

べ︑﹁ こ れ は 昔 だ か ら 起

事件から１年２か月ほど

がなされた︒

可解さなどから︑熊本元

弁護士の仕事であること

の会長杯が授与される︒

で︑年間王者には前年度

のハンデが４ということ

わずか３打差︒井上会員

を決定する﹁取り切り戦﹂ 雄会員と石井誠会員とは

会員だが︑２位の常磐重

ある方は︑幹事である筆

るので︑ゴルフに興味の

でゴルフの腕を磨いてい

は関東十県会夏期研究会

成田 信生︶

研修所クラスメートと

数年ぶ

の酒席での冗談が現実化

した北田会員が２

う好位置をキープ

は︑初日２位とい

われた７月例会

から︑最大の使命は楽器

み会のための余興である

た︒反省会という名の飲

練習をすることになっ

りに貸スタジオでバンド

し︑個人的には

日目には２アンダ

を無事に帰宅させること

デスク

飯島

久保

麻樹

義人

である︒

者

ている他︑７月に

例コンペを開催し

の名門コースで月

久保田

大関

須山

辰

亮子

園子

田 鍋 智之

記

は夏合宿︑８月に

会では︑毎月県内

横浜法曹ゴルフ

た︒

ーで回り︑優勝し

また︑同時に行

た︒

︵会員

者までご連絡頂きたい︒

と安定し

打差

の年間王者に輝い

をつけての圧勝で︑堂々

ってみれば２位に

たゴルフを展開し︑終わ

が︑２日目も

もあり混戦が予想された

にまとめた井上雅

と抜群の

安定感を見せてきた井上

ットスコアが

彦会員︒１年間の平均ネ

は︑

初日トップに立ったの

のみが参加して年間王者

行われる月例会の優勝者

トは︑１年間にわたって

夏合宿のメインイベン

のゴルフ日和に恵まれた︒

催が心配されたが︑絶好

接近した台風の影響で開

ゴ ル フ ク ラ ブ ﹂︒ 直 前 に

﹁ ザ・ ノ ー ス カ ン ト リ ー

ミーカップが開催された

子ゴルフツアーのセガサ

部 ﹂︑ ２ 日 目 が 前 週 に 男

﹁小樽カントリー倶楽

セッティングで有名な

舞台は︑初日がハードな

られた︒今年の夏合宿の

参加して熱戦が繰り広げ

れ︑今年は

に︑袴田事件再審弁護団
東京弁護士会︶から︑事

田さんの姉・秀子さんは

件の経過や背景︑再審開

の戸舘圭之弁護士︵第二

ないが︑生きて巖が拘置
始決定に向けた取組み等

﹁必ずしも元気とは言え
所から出た︒ただただ嬉
についての講演があった︒

日︑当会主催に
しい﹂と述べ︑一緒にド
戸舘弁護士は︑客観的

７月
袴田

より︑袴田事件を題材と
ライブに行ったことや︑

証拠がないから自白に頼

した映画﹁ＢＯＸ
命とは﹂の上映会
拘禁反応による認知症に

るという問題点や︑長期

なっていることなど︑袴
田さんの現状について語

名が参

が開催された︒
加し︑盛況となった︒
袴田事件とは︑１９６

判事として事件を担当し

こったのではなく︑今だ

間拘禁と代用監獄の問題

た熊本典道・元裁判官の

った︒

家４人が刺殺され︑家が

目を通して描かれていた︒ って起こりうる﹂と指摘

６年︑静岡県清水市にお

放火されたという強盗殺

いて︑味噌工場の専務一

人放火事件である︒
末︑元プロボクサーで︑

経って検察から新証拠と

した︒また︑えん罪が避

住み込み従業員であった

して提出された血の付着

通もある袴田さんの

袴田巖さんについて自白

捜査段階での取調べの

調書が作られ︑死刑判決

裁判官は︑袴田さんを無

が下された︒
今年３月︑袴田さんの

る︒ボスは優しいので決

再審開始決定および死刑

ただいたので︑少しは弁

して怒ることなく︑むし

問題が山積していること

が︑今では﹁弁護士の岩

護士業が板についてきて

罪と考えたが︑合議体の

以上が経っており︑未だ

佐ですが⁝﹂がもはや口

・拘置の執行停止が決定

に自分が弁護士をしてい

と気遣ってくれるので︑
迷惑をかけるだけならば
ともかく︑依頼者の利益
を損ねることになってし
まえば︑弁護過誤である︒
幸い︑依頼者に迷惑を
かける事態には陥ってい
格のため︑起案の提出が

を常に自分に言い聞かせ

ないので︑依頼者の利益
ぎりぎりになったり︑期

理絵

私は︑追い詰められな

ろ
﹁無理しなくていいよ﹂
では一丁前な自分もいる︒

が口調の荒い人だと怯え

限近くに慌てたりするこ

て︑より良い仕事をする

岩佐

余計に心が痛む︒ボスに

いるのかもしれない︒
受験時代に訪問した事

とはいえ︑電話の相手

る実感がない︒
務所の弁護士が﹁弁護士

の○○ですが⁝﹂と電話

か ら︑﹁ 堂 々 と 電 話 対 応

てしまうが︑先日︑ボス

２年目を迎えて

で話しているのを聞き︑

ができている︒成長した

私も早く﹁弁護士の岩佐
ですが⁝﹂と言いたい！

とがあり︑ボスに多大な

期

いとやる気が起きない性

癖となっており︑電話口

井上雅彦会員が 夏合宿
年間王者に！

映画﹁ＢＯＸ 袴田事件

年１月から横浜

死刑とえん罪 取調べの可視化

平成
パーク法律事務所で働き
始めて︑現在２年目であ
る︒優しいボスの下で︑
のびのびと楽しく仕事を
させていただいている︒
毎日あたふたしているう
ちに気が付いたら１年半

ゴルフ会

よう日々邁進したい︒

10

横浜法曹
迷惑をかけてしまってい

30

76

26

なぁと思う﹂と褒めてい

年間王者に輝いた井上会員（前列右から 2 番目）を囲んで

83

77

13

80

袴田さんの現状について語る秀子さん（写真右）と戸舘弁護士（写真左）

などと憧れを抱いていた

65

25

48

45
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