年度通常総会

に﹁いい弁護士会である﹂

当会に関わる全ての人

業と協力して相談体制を

連携も重要である︒他士

たい︒また︑他士業との

に積極的に対処していき

年度執行部は県内の全市

た︒これに伴い︑平成

に変更する決議がなされ

から﹁神奈川県弁護士会﹂

会 名 を﹁ 横 浜 弁 護 士 会 ﹂

工夫を重ねることや活動

若手が意見を言いやすい

やすい体制を整えたい︒

最後に︑会員が活躍し

する各種の事務手続に奮

行して︑会名変更に付随

タッフが︑通常業務と並

された︒また︑事務局ス

じて会名変更の周知がな

か︑各種の広報活動を通

４つの取組

冒頭︑髙橋健一郎副会

る会規・規則の制定もな

て業務適正化対策に関す

また︑不祥事対策とし

年４月から少年専用希望

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

のロゴマークです︒

山山 ゆ り

分かりやすい文章が好

きだ︒何を主張したいか

とその根 拠 が一読 しては

の他各種の意見・質問を

あることが訴えられ︑そ

ては慎重な検討が必要で

が︑長期的な支出につい

とちょっと嬉しくなるく

手方の書面でも︑上手い

そう感じる︒今では︑相

る機会も増え︑ますます

人の作成した文章に接す

▼仕事を始めて以降︑他

っきりした文章が好きだ

経て︑各議案とも原案ど

らいである︒そんなこと

黒字の決算が続いている

おり承認された︒

関わる際には︑分かりや

すい文章になるよう心が

もあって︑自分が作成に

する会規の一部改正︵第

結構楽しい︒最初は分か

けている▼文章の推敲は

会規については︑懲戒

４ 号 議 案 ︶︑ 綱 紀 委 員 会

委員会及び懲戒手続に関

及び綱紀手続に関する会

成や表現を工夫してすっ

きりと分かりやすくなっ

りづらかった文章が︑構

改正︵第６号議案︶及び

満足感を覚えている▼し

た時には︑密かに小さな

規の一部改正︵第５号議

刑事弁護人等の推薦等に

案 ︶︑ 委 員 会 通 則 の 一 部

関する会規の一部改正

員会委員︑懲戒委員会委

第８号議案として綱紀委

また︑人事について︑

言いたかったか分かるま

自分で読み返して︑何を

抵が非常に読みづらい︒

間で作成したものは︑大

業務に追われる中︑短時

かし︑残念ながら︑分か
設した動画サイト﹁かな

者名簿の運用が開始され

員及び予備委員︑資格審

人活動の実現に向けて本 ︵ 第 ７ 号 議 案 ︶ と い う 各
チャンＴＶ﹂内に﹁ＫＡ

たことが紹介された︒現

査会委員及び予備委員の

極的な取組をしていくこ

の回復・擁護のための積

を受け︑当会が立憲主義

の安全保障関連法の成立

された︒これは昨年９月

回復をめざす決議が可決

廃止を求め︑立憲主義の

して︑安全保障関連法の

時間をかけ︑それを楽し

いるのか︒文章の推敲に

て多少なりとも進歩して

提出した書面は︑果たし

いることを感じる▼私が

かけられる時間も減って

じたい︶
︒ 他 方︑ 推 敲 に

時間は短くなった︵と信

低限の文章になるまでの

初より︑提出に耐える最

とを宣言する決議であ

最後に︑第９号議案と

でに時間がかかることす

りやすい文章を作るのに
ＮＡＢＥＮｃｈ﹂という

在も一部の地域で名簿登

委員会からは︑二川裕之

選任が上程され︑原案通

は時間がかかる︒日々の
動画を配信し︑会員の素

会員が当会初の日弁連事

らある▼仕事を始めた当

議案がいずれも可決され

顔を市民に知ってもらう

載者が不足している状況

る立憲主義を堅持するた

務次長として活躍してい

り可決された︒

た︒

広報活動がなされている

くの会員による研修受講

や名簿登載への呼びかけ

め︑安全保障関連法案の

その他︑人材育成支援

がなされた︒

廃案に向けた街頭宣伝活

ることや︑最高裁判所判

事の推薦に向けた活動状

況の報告がなされた︒

︻議案︼

第１〜３号議案とし

たいものである︒日々精

︵西 雄一郎︶

める余裕のある生活をし

進︒

提に︑様々な活動がなさ

年度４月・５月暫定予算

れるものと思われる︒

年度収支決算︑ る︒今後︑この決議を前

の各議案が上程された︒

年度予算︑平成
子どもの権利委員会か

平成

て︑平成

らは︑より充実した付添

て説明がなされた︒

をしていく必要性につい

当会として積極的に取組

弁活動の弊害の大きさや

らは︑無資格者による非

非弁護士取締委員会か

介された︒

動等がなされたことが紹

は︑憲法の基本原則であ

憲法問題対策本部から

委員会報告

があることから︑更に多

13

平成 年度
関東十県会夏期研究会のお知らせ

その背景には︑各会員
と思ってもらえることを

強化するなどしていきた

年５月の通

がなぜ弁護士になったの
共通の目標として︑各会

費用の支援をすることに

闘したエピソード等も紹

長から新入会員と退会者

27

ことも紹介された︒

日 時 平成 年８月 日︵土︶ 時〜
場 所 ホテルメトロポリタン高崎

５３４名︑外国特別会員
法人であった︒

３名︑弁護士法人会員は

一般会務報告

年度

続いて︑佐藤正幸前年
度副会長から平成

３番目に︑業務の拡大

常総会において︑当会の

して︑平成

当会の歴史の中でも大

一般会務報告がなされた︒

が挙げられる︒後見セン

であると考えている︒

る弁護士を助ける︑支え
ターを中心に高齢者問題

理念をもって活躍してい
ることこそが弁護士会の

きな意味を持つ出来事と

役割ではなかろうか︒

か︑弁護士会に何を求め
員や各委員会が活動して

三浦修会長から所信表明があった︒

るのかといった意識の変

より委員会活動の更なる

介された︒

の充実を図っていきたい︒

の報告がなされた︒本総

された︒
律師協会との間で相互に
訪問がなされたほか︑珍
しいものとしては県が開

27

︻会長所信表明︵要旨︶︼
機能的で︑
強く︑
化があるのではないかと

まず︑１番目に︑最重

活性化を図りたい︒会員

その他︑会規・規則等

強く︑しなやかな組織を

要の課題として不祥事対

名簿を顔写真入りのもの

の改正の効率化を図るた

築いていきたい︒

策に取り組んでいく︒弁

にすることにより︑文字

町村への訪問をしたほ

当会は１５００名を超
各会員は社会正義の実

護士会が存続発展してい

通りお互い顔が見える関

い︒

現や基本的人権の尊重を

くためには不祥事は決し

いくことで︑機能的で︑

が︑その意思決定に各会

てあってはならない︒前

め法規集データシステム
問題をテーマとして七夕
パレード等のイベントが

２番目に︑憲法問題に

会までの１年間の入会者

開催された︒

ついても取り組んでい

は１００名︵新規登録

入退会報告

が導入されたほか︑憲法

係を築いていきたい︒
げた適正化対策室を中心
に不祥事対策の体制は整
いつつある︒必要な会規

く︒今般の安保関連法制

名︑登録換え

海外との関係では上海
の成立の過程で立憲主義

日時点の会員数は１

名︒５

名︶と４

が侵害されてしまった︒

法人︑退会者は

を制定するなどして一層

︻会務報告等︼

期の竹森執行部が立ち上

考えている︒

員の意見が十分に反映さ
目指して日々業務にあた

という危惧を持っている︒ っているが︑このような

れていないのではないか

える大きな団体となった

しなやかな弁護士会

所信表明する三浦会長

28

27

平成

５月 日︑横浜情報文化センターにおいて平成

神奈川県弁護士会として
初の開催

28

年度通常総会が開催された︒
開会の宣言に続き︑

24

28

27

月

議場の風景

29

27
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神奈川県弁護士会新聞
２ ０ １ ６ 年 ７ 月 号（ 第 ３ ４ ２ 号 ）
（１）

子どもの日記念行事

﹁甘い﹂
のか
日︑子どもの日記念行事として︑
﹁少年

ついて︑多面的

に語られた︒
この年代の少

年は︑周りの大

人達が関心を向

け対応すること

で︑いかように

も変わる可能性

があると同時

に︑年齢引下げ

により︑こうし

った︒少年院に帰った後︑ るおそれがあることが浮
本 行 事 に は︑ 市 民 の

た︑複数のメディアが行

を超す参加があった︒ま

方々を中心に︑１１０名

歳はある程度分別が

現役大学生の女性は︑

引下げの議論がされてい
験のある
﹁元少年﹂
の方々

学生と高校生︶
︑非行経

前半は︑
現役の学生
︵大

身に︶一から向きあうス

い 罰 を 与 え る よ り︑︵ 自

が︑︵ 成 人 と 同 じ ︶ 大 き

というイメージでいた

つき社会的に責任がある

った︒

げる等︑大きな反響があ

員会でこの問題を取り上

した国会議員が後日の委

事の内容を報道し︑参加

年齢引下げ賛成論の根

いう考えもあるが︑そも

かは︑一面的に捉えるの

少年法が﹁甘い﹂か否

て︑豆知識を交えながら

制定の経緯と理念につい

限するという立憲主義の

て︑政治権力を憲法で制

値︵人権︑平和︶を定め

を定めたことと表裏一体

歴史を反省し︑戦争放棄

は︑明治憲法下の濫用の

日︑日弁連憲法

問題対策本部副本部長の

説明がなされ︑続いて︑

意義について話があった︒ であるとのことである︒

５月
伊藤真弁護士を招き︑緊

ナチス体制等多数意見が

国家緊急権は災害時を

重大な過ちを犯した歴史

必要なのは情報と自治体

その後︑本題である国

いての講演会が開催され

の裁量権であって︑災害

念頭に置いて語られるこ

り︑国家緊急権は国家が

対策に必要な内容は既に

家緊急権について︑国民

自らの存続のために行使

法律が整備されているこ

上の実例を取り上げ︑多

急事態条項の必要性につ
た︒

するものであって︑本質

とから緊急事態条項は不

講演は２時間の中に大

的に国家の都合で行使さ

変濃密な内容が盛り込ま

れる危険があること︑諸

れてきた歴史を踏まえ︑

れており︑事前の想定を

要であり︑むしろ平和主

議会や司法の統制による

外国においては︑国家緊

厳格な制限が指向されて

大幅に超える参加者が集

宙也︶

まる盛況なシンポジウム

となった︒

齋藤

伊藤弁護士によれば︑

日本国憲法に国家緊急権

︵会員

解説があった︒複数の訴

を過ぎても質問が相次

答が交わされ︑予定時間

講演後は活発な質疑応

訟が併存する複雑な案件

ぐ︑充実したシンポジウ

は熱心に耳を傾けていた︒

であったが︑金高弁護士

︵会員 関守

ムとなった︒

はあまり報道されていな

の分かりやすい説明に︑

麻紀子︶

１００名を超える参加者

い事実についても詳しい

が定められていないの

いることが解説された︒

義を破壊する危険性が高

とがあるが︑伊藤弁護士

金高弁護士は︑前知事

係であり︑基地問題は﹁沖

いことを指摘した︒

は︑被災自治体に本当に

の埋立承認を現知事が取

縄を含めオールジャパン

急権は戦時を想定して定

が自らの人権を守るため

護士を講師に迎え︑人権

り消したことに関して︑

ンスを取りつつ存在して

で最善の解決策を合意し

められているが︑濫用さ

に行使する抵抗権と異な

熱弁をふるう伊藤真弁護士

数によっても奪えない価

とによる外来種の混入

擁護委員会︑公害・環境

法的手続の問題点を解説

が︑生態系に及ぼす危険

日︑日本自然保

問題委員会︑憲法問題対

護協会の安部真理子氏と

策本部の３委員会の共催

した︒また︑国が提訴し

を指摘した︒

で︑辺野古基地建設問題

の和解の意義を説明する

た代執行訴訟について︑

とともに︑今後の展望も

３月に成立した国と県と
安部氏は︑辺野古大浦

示した︒

を考えるシンポジウムが

ゴン︑サンゴ群集︑海草

いることや︑生物多様性

て︑米国に協力を求める

特に︑裁判所が︑改正

豊かな︑しかし脆弱な自

べきである﹂として和解

藻場︑マングローブ︑干

然であることを︑美しい

地方自治法の下︑国と県

海の写真を示しながら紹

を勧告し︑国が受け入れ

とは﹁対等・協力﹂の関

介した︒そして︑埋立土

たことなど︑沖縄県外で

ットになって微妙なバラ

砂を県外から搬入するこ

潟などが大きな１つのセ

湾が︑絶滅危惧種のジュ

開催された︒

沖縄弁護士会の金高望弁

５月

講演では︑日本国憲法

26

30

少年法は︑
本当に

５月
法は甘いのか？〜どうして﹃刑罰﹄ではなく﹃教
育﹄なのか 少年法年齢引下げ問題について考え
る〜﹂と題するシンポジウムが︑当会主催︑日弁
た立ち直りのき

職員の支えの下で︑自身

っかけが失われ

引下げ賛成論と反対論の
に正面から向き合えたと

き彫りになった︒

根拠が示された後︑本論

﹁

いう︒

に移った︒

連・関弁連共催で当会会館にて開催された︒

少年法の年齢
引下げ
賛成？反対？
近年︑
﹁少年法が甘い﹂
という意見がある中︑少

る︒本行事は︑少年法に
をゲストに迎え︑パネル

現役学生と
﹁元少年﹂の
ディスカッション

ついて多様な観点から再
テップを踏んだ方がいい

年法の 歳未満への適用

考する催しとなった︒
ディスカッションが行わ

はじめに︑石野百合子
との考えに変わった﹂と
非行から更生した元少

述べた︒
年の生の声には説得力が

元少年の男性は︑少年

れた︒

会員から︑少年法の手続
院在院中︑重い障害を残

拠として︑少年事件が増

や年齢引下げ問題に関す

る議論の状況等につい

あり︑議論の渦中にある

加し凶悪化しているとい

すけがをさせてしまった

う考えがあるが︑実際に

被害者宅に謝罪に赴き︑

世代から︑忌憚のない意

て︑概括的なレクチャー

見が飛び交った︒

があった︒政府・与党の
から気づいた﹂経験を語

そも︑選挙制度の目的と

家裁調査官︑保護司︑元

ではなく︑少年法の意味
19
寛子︶

18

議論︑各団体や日弁連の ﹁ 大 変 な こ と を し た と 心
意見等が紹介され︑年齢

は︑全体の事件数も重大
事件数も減少し続けてい
る︒また︑選挙権年齢引
後半は︑新聞記者︑被

下げに合わせるべきだと
害者支援に取り組む弁護

少年法の目的は全く異な

少年事件を
支える専門家達の
リレートーク

士︑付添人活動を続けて

少年院院長を登壇者とし

やその実情︑特に

きた弁護士︑元少年の親︑ る︒

て迎え︑各立場からのリ

歳の処遇の実態を知った

︑
レートークが行われた︒

上で判断するべきであろ
う︒
秦野

年齢引下げの議論の仕方
歳の実情︑年齢引

︵会員

講師の安部真理子氏（右）と金高望弁護士

司会の金子会員（左）と意見を述べる学生達

の 問 題 点︑ 現 場 で 見 た
︑

下げがもたらす影響等に

19

憲法問題シンポジウム①
憲法問題シンポジウム②

14

一人一人が
考える
きっかけに

大盛況だった会場の様子

18

18

国家緊急権学習会

〜本当に必要？「緊急事態条項」〜

辺野古・米軍新基地建設の問題を考える

18

（２）
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５月

日︑当会会館に
放推進センターと当会が

まっている中での相談会

から︑県民の危機感が高
となった︒
相談会では午前
催する三者の担当者︵延

ら午後６時までの間︑共

時か

これは︑暴力団員等に ︵ 公 財 ︶ 神 奈 川 県 暴 力 追
共催で実施しているもの

よる民事介入暴力事案に
対し連携することを協定
で︑今年で３回目を迎え

おいて﹁暴力団被害無料
電話・来所相談会﹂が開
している神奈川県警察︑
た︒

催された︒
暴力団員等は︑近年の

理事者室

後進の未来への責任

か︒不祥事対策は大事だ

が︑それだけでは足りな

い︒弁護士会は既に社会

に一定の影響力を持つ存

在である︒この弁護士会

が﹁生き生きと活動する

こと﹂は︑個々の弁護士

た︒相談の中には警察や

電話や来所者に対応し

ることになり︑そ

のお世辞を割り引いても

に出席するたびに︑多少

そして︑そのような場

ポートをすることが重要

活動に対し会が必要なサ

同時に︑会員の有意義な

会への求心力を高めると

そのためには︑会員の

信

の強化により減少してい
暴力追放センターの対応

の引継式に来たの

弁護士や弁護士会に対す

である︒こうして会員に

安達

ると言われてはいるが︑
が必要なもの︑法律行為

だ︒日帰りは少々

る各方面からの期待や信

も市民にも﹁弁護士会︑

副会長

いまだ根絶には至ってお
を要する立退き事案など

きつかったが︑傳

頼を実感する︒これは紛

いいね！﹂と思ってもら

に対する社会の期待や信

らず︑不法な行動による

弁護士のアドバイスが必

田弁護士も会から

れもなく多くの先達が会

えることが︑後進の未来

良かったと思った︒この

ある︒

合ってきたことの結果で

などと佐渡島からの帰

への私達の責任である︑

頼の更なる醸成に必ずや

市民や事業者の被害もな

要なものがあり︑三者が

のエールを思いの

務や日々の活動を通して

ように副会長も弁護士会

役立つと信じている︒

くなってはいない︒しか

共同で相談を担当するこ

外喜んでくれ︑お土産に

社会や市民と真剣に向き
美しい稜線の山並みが見

挨拶をするという大事な

し︑市民や事業者が被害

との意義︑そして︑県内

越後名物笹だんごも購入

えてきた︒佐渡島だ︒佐

では私達は後進にどん

役割を担っている︒

の存在を申告しにくいこ

６月４日快晴の青空の

で き た の で︵？︶︑ 来 て
改めて暴力団被害の根

以外の様々な場や会合に

会から︑傳田真梨

ともまた現実であること

での暴力団被害が決して

下︑新潟港から高速船に

絶のため︑弁護士として

渡ひまわり基金法律事務

考えた︒

路︑酔った頭で一生懸命
も努力していく必要を強

な未来を残せるだろう
裕︶

慣例では収まりがきかな

くなり︑本年２月上旬︑

当会の歴史上初めての常

議員選挙が行われるに至

った︒

日

このような経緯を踏ま

えて招集された４月

の第１回期日から本稿執

筆時点まで︑３回の常議

表者が常議員に立候補し

習期ないし各支部から代

加えて︑従前は︑各修

ろ大きな波乱はないもの

に至り︑ここまでのとこ

議長選任はすんなり指名

員会が開催されている︒

まず︑会員数増加を反

る状況変化が著しい︒

映して︑昨年度から常議

の︑発言者が固定化され

る傾向があることは否め

たり︑会務の継続性に対

名から

年立候補１名にてすんな

１回期日においては︑例

一昨年度及び昨年度の第

行ううちに定数と立候補

補予定者間の話し合いを

議員を務めたりし︑立候

長・副会長が次年度の常

がり︑４月に会名を変更

が︑議論の活性化につな

ここ数年の状況変化

ないと感じている︒

り指名に至る議長選任手

した当会が名実ともに新

ように！

たな時代を迎えられます

しかし︑昨年度の常議

者数が一致してゆく⁝と

員会からは︑そのような

いう慣例があった︒

出しから波乱含みの様相

続が︑無記名投票により

を呈したと聞き及んでい

決せられるという︑滑り

に拡張されている︒
また︑ する配慮から前年度の会

員の定数が

名

る︒

顔を出し︑会を代表して
佐藤

薄れていないようだった︒傍

︵会員

く感じた︒

遺族の意見陳述を聞いて︑生

聴しながら︑どんな言葉も漏

応をお願いします︒

近年︑常議員会に関す

所第４代所長として︑当

絵弁護士が赴任す

から︑そういった隠れた

乗って１時間︑海の先に

全国で六代目山口組の分

また︑近時県内を含む

る︒

の相談会は実施されてい

なくなっていないことを

名︶が会館に詰めて

り

感じる結果となった︒

べ

よ

会員 吉田 正穂（59期）

裂に伴う抗争とみられる

始まり︑初めて詳しい犯行の

前の上村さんの生き生きした

事件が頻発していること

横浜で警察・司法担当を務
様子や少年たちの成育環境を

り込める内容は少ない︒殺人

それでも限られた行数に盛

どだった︒

取り︑腕の感覚がなくなるほ

らしたくなくて必死にメモを

めて約２年になる︒最も印象
に残ったのは川崎市の多摩川
河川敷で中学１年生の上村遼

件

などの罪に問われた少年の裁
判で︑仕上がりに納得できな
かった原稿があり︑何年かぶ
りに悔し涙が出た︒それくら
い伝えなければならないこと
が多かった︒
裁判を通して社会に訴えら
れることは多い︒傍聴してい
るだけでは分からないことも
様子や表情が浮かんだ︒そん

なつみ︶

12

太さんが殺害された事件だっ
た︒
事件発生時は報道が過熱︒
逮捕された少年たちの供述の
ひと言でも分かれば大きく報
道したが︑これでいいのかと
葛藤していた︒供述のごく一
部や周辺の取材だけでは︑事
件の本当の背景は分からない
ことが多かったからだ︒
また︑
大々的に報じるから﹁少年事
件の増加・凶悪化﹂という誤
知った︒周囲の大人や社会と

︵東京新聞

あるので︑できるだけ取材対

けてしまうのではないかとも

な大切な上村さんを亡くした

猪飼

横浜支局
切り離されたような少年たち

ったイメージを読者に植え付

だ

被害者が相談しやすい環

法や条例の整備︑取締り

10

境を作るという目的でこ

29

思った︒

年 事

記者

40

被害相談を受ける相談員

27

遺族の悲しみや怒りは少しも

35

暴力団被害を
なくすために

事件から約１年後に裁判が

新時代突入！
？
常議員会
の い ま

暴力団被害無料電話・来所相談会開催

も被害者だと思った︒一方で︑

少
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急

京

駅

崎

川

遇の存在︶と相当性︵被

からは︑実際に裁判官が

もっとも︑水野弁護士

ラムの内容をしっかり理

行猶予制度や更生プログ

も︑弁護人が刑の一部執

告人の再犯防止のために

﹁弁護士の仕事をして

までの人生の半分近くを

そうかもしれない︒今

技法習得の基本として解

れに近づけよ︑という︑

自分自身をよく観察しそ

動作を本当に行っている

に奥が深く︑面白い︒

ものである︒そこがまさ

て個性がにじみ出てくる

信行

行
線

護プログラムには︑①薬
告人の更生保護プログラ

橋本

浜
急

いかとの見通しが示され
た︒
更に︑水野弁護士から
は︑今後︑弁護人が一部
執行猶予を求める場合︑
その必要性︵再犯のおそ
判決の中間刑のように考
物処遇プログラム︑②性
ムを受講する意欲︑処遇

京

刑 事 弁 護 研 修 会

刑の一部執行猶予制度とは？
刑の一部執行猶予制度
えられているようだが︑
犯罪処遇プログラム︑③

会員

日常の自分と
異なる
﹁自分﹂

は︑本年６月１日言渡し
実際は︑実刑の一形態で
を受ける環境の存在・調

れ︑社会内での有効な処
て︑第二東京弁護士会所
の判決から実際に開始さ
ある︒実刑を受け終わり︑ 暴力防止プログラム︑④

日︑当会会館に

属の水野英樹弁護士を講
れたが︑その内容は余り

５月

師に招いて︑刑の一部執

整︶は︑弁護人が主張・
との指摘があった︒この

立証していくことになる
点は︑刑事弁護人として︑

飲酒運転防止プログラム
なお︑特別法の薬物犯

しっかり心構えを持ち︑

が用意されている︒
罪の一部執行猶予の場合

そのまま社会に戻るより
生保護プログラム
は︑刑法犯のそれと異な

は︑実刑期間の一部を更
受講のために用い

準備しなければならない

周知されていない︒巷で

て再犯防止に役立
り︑前科に関する要件が

は︑実刑と執行猶予付き

てようという制度

始まったばかりの制度

ことであろう︒

要的である点に特色があ

ない点と︑保護観察が必

したがって︑一

である︒

刑の一部執行猶予を付す

いる時より︑マジックを

マジシャンとして過ごし

ではあるが︑被疑者・被

を重くもしないし

場合︑刑法犯でも保護観

演じている時の方が堂々

る︒

軽くもしない︑言

解し︑適宜︑制度を利用

と︑活き活きとしている

れる期間は︑実刑

ってみれば実刑と

察をほぼ付するであろう

できるようにしておくこ

じる役者である﹂と︒し

シャンとは魔法使いを演

こ う 言 っ て い る︒﹁ マ ジ

父ロベール・ウーダンは

成している︒近代奇術の

の自分は一つの人格を形

クを演じている時には︑

前述のように︑マジッ

ると思う︒

かという命題を含んでい

のものとして自然かどう

してそれが本当にその人

所作︑立ち居振る舞いと

全人格的に︑その演者の

集できる世の中になった

ネットで簡単に情報を収

聞離れは顕著だ︒確かに

けている︒特に若者の新

同じ負担感のある

とが望まれる︒

てみると︑マジシャンが

明らかに日常の自分と異

し︑また︑当初は︑本制

同制度の概要︑課徴金納

関する事前の手続保障

為︑
課徴金額の算定方法︑ は︑課徴金納付命令等に

付命令の対象となる行

や︑返金措置と課徴金納

役者と同様に一つの人格

度が適用される事例は薬

課徴金額の減額︑返金措

付命令との関係︑事業者

になりきるのは当然のこ

期間になる見込み

置の実施等の法改正の概

が返金措置を講じるイン

である︒

要︑政令︑内閣府令及び

センティブ︑返金措置の

とである︒

深澤

ガイドラインの概要に関

具体的なあり方などにつ

︵会員

して︑説明があった︒

いて︑参加者から︑活発
当局より説明を受けら

ということである﹂と︒

それはあなた自身であれ

て い る︒
﹁ 自 然 で あ れ︑

ンという名人がこう言っ

一方で︑ダイ・バーノ

然ではないつもりである

私自身の所作として不自

る︒とはいえ︑いずれも

とは異なると自覚してい

廷での自分も日常の自分

している︒あるいは︑法

の自分がいることは自覚

なる︑マジシャンとして

な︒

体で有り続ける大切さか

題字が変われど︑紙媒

回ってしまう︒

報の質のばらつきに目が

が︑圧倒的な情報量と情

新聞の購読者が減り続
説明会では︑今般の課

ガイドラインについて

れる貴重な機会であり︑

この言葉は︑通常︑マジ

記

者

早川

中嶌

高橋

西

和孝

慶子

健二

大輔

慎司

雄一郎

安達

波田野馨子

田渕

淳
の算定方法︑課徴金納付

参加者の景品表示法に対

ックにおいて︑ある動作

三谷
の免責事由等について説

する理解が深まる説明会

デスク

明があり︑とりわけ免責

となった︒

事由等について定めた部

し︑同じ手順のマジック

分に関しては︑具体的に

を演じても︑演者によっ

島津

習得するときには︑その

︵会員
ながら︑詳細な説明があ

想定される事例等を交え

圭吾︶ を行うふりをする技法を

説明会後の質疑応答で
徴金制度導入の趣旨及び

は︑課徴金納付命令の対

に質問が出された︒

物犯罪がほとんどではな

保護観察所の保

て﹂と題する説明会を開
催した︒

象となる行為︑課徴金額

った︒

釈されることが多い︒し

◆総合相談〈30分以内・5,000円〉
土曜・日曜・祝日も
月・金
10：30〜12：30 13：30〜15：30
相談を行っています
火
17：00〜19：00
水
10：30〜12：30
インターネット予約は
木
13：30〜15：30
ひまわり相談ネットから
土・日・祝 13：30〜16：30

かし︑実際には︑もっと

電話／044-223-1149 予約受付時間／平日 ９：30〜17：00（火・木は19：30まで、土・日・祝13：00〜17：00）

てきたわけで︑すでにマ

先日、動画サイト「かなべんチャンネル」に出演
した。
「弁護士だけどマジシャン」で検索を！

ジックを演じているとき

言われる︒

●
川崎市役所

●

●
市歯科医師会

← 丸井●

線

●
川崎信金

●

三井住友信託
●
旧さいか屋

ルフロン

◆相続相談〈30分以内・5,000円〉
木
10：30〜12：30

→

京

NOF川崎
東口ビル11F

モアーズ

DICE
●

● アトレ
川崎
東口

川
ＪＲ

西口

駅

★

浜
横 日航ホテル

◆交通事故相談〈30分以内・無料〉
第２・第４水 13：30〜16：00

道

海

東
ＪＲ

崎

◆離婚相談〈30分以内・5,000円〉
第１・第３火 10：30〜12：30

東

ラゾーナ川崎

◆債務整理相談〈30分以内・無料〉
火
13：30〜15：30
木
17：00〜19：00

行猶予制度の研修会が開

課徴金制度について説明する原山康彦氏

詩子︶ よ﹂と︑よく知人からは

部執行猶予の付さ

講演する水野英樹弁護士

川崎法律相談センター

神奈川県弁護士会

10

景品表示法の課徴金制度
に関する説明会

催された︒

景品表示法が︑不当表
示に関する課徴金制度の
導入等の改正を受け︑４
月１日に施行された︒ま
た︑消費者庁より︑同法
の運用方針︵ガイドライ
ン︶が公表されている︒
これらの動きにより︑景
品表示法は︑消費者と事
業者双方にとってより知

日︑当

っておくべき法律となっ
そこで︑５月

た︒

法の課徴金制度につい

彦 氏 を 招 き︑
﹁景品表示

品・表示調整官の原山康

消費者庁表示対策課景

会独占禁止法研究会は︑

17

（４）
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