日︑横浜情報文化センター情文ホールにおいて臨時総会が開催

議がなされたとの報告を
行った︒
今回の総会の議案は︑
以下の通りである︒
①委員会通則一部改正の
件
委員会参加義務が免除
される年齢の要件が紛ら
わしいため︑疑義が生じ
ないように改正を行った︒
②会員の公益活動及び委
員会活動等に関する会規

通常総会開催 ︵予定︶のお知らせ
日時 平成 年５月 日︵火︶
場所 関内ホール 小ホール

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

人工知能は我々の仕事

を奪うだろうか︒少なく

費支給については慎重に

律相談も︑いたずらな賢

予測は難しいだろう▼法

つかまない限り︑判決の

のロゴマークです︒

正動議も出されたもの

判断するようにとの意見

とも裁判官の転勤情報を

の︑圧倒的多数で原案ど

会員間の不公平を生じる

する旅費支給については

会旅費の支給のための２

万円増額と下半期の委員

特別積立預金３０００

⑩綱紀委員会委員選任の

件

綱紀委員の欠員が補充

された︒

会員に対する通知を会

ール千寿閣にて︑弁護士

２月４日︑ホテルラポ

当日は︑相模原市の古

手会員によるコントによ

まず︑相模原支部の若

員が作詞作曲した﹁つな

たところで︑伊藤信吾会

一通りの議論が終わっ

決められなくなるという

日常のごく些細なことも

りは︑人は感情を失うと

分ある▼ひとつの手がか

で代替される可能性は十

神聖なる営みが思わぬ形

我々の仕事の中核をなす

予 測 し て い な か っ た︒

護士になりたての頃には

ンターネット社会は︑弁

能である︒これほどのイ

え︑技術の進歩は予測不

が増える程度▼とはい

ろ仕事は奪われず︑面倒

れかねない︒いずれにし

情報注入器の発売が望ま

即座に脳に注入する人工

る︒長大な文章の内容を

て仕事が増えそうであ

され︑その対応にかえっ

く詳細な文章が自動生成

の登場か︒今以上に︑長

ぜい文章作成の半自動化

われることはなく︑せい

そうだ︒すると完全に奪

しさは逆効果のことも多

年度一般会計補

が出されたものの︑圧倒

に対して旅費を支給する

⑨平成

おり可決された︒

よる改正である︒

ための会規の制定が提案

刑訴法及び少年法改正

のでは︑旅費支給の範囲

５０万円計上の補正予算

された︒

的多数で原案どおり可決

⑦裁判所の処置請求に対

に対応するための改正で

が不明確では︑といった

について提案された︒旅

正予算の件

ある︒

活発な意見が出され︑修

論がなされた︒また︑今

回の支部サミットを機会

として弁護士会と連携し

たいという提案もあり︑

継続的な協力体制の構築

員事務所に対する書面の

会支部サミットｉｎ相模

り問題点が提起された︒

も検討されることとなっ

を多く言われたと報告

発信で足りるようにする

賀浩史副市長や三浦修会

たフォーラムが行われた︒ た︒

木村保夫会員は︑日弁

し︑弁護士自治が危機に

原Ⅱ﹁地域とつながる司

れた︒

連副会長として国会議員

とともに︑分担金の納付

がれ地域︵まち︶のココ

瀕していると危機感をあ

コントのテーマとして

に司法修習生の給費制問

長のほか︑地

ロ〜法の心

を免除する会員について

は︑交通事故・遺産相続・

〜﹂を相模原支部の有志

らわにした︒その他︑報

域の諸団体の

裁判員裁判が取り上げら

の会員が合唱した︒昨今

題について陳情したとき

方々が出席し

れたが︑担当する会員た

流行っているフラッシュ

話だ︒ぎゃふんと言わせ

たかったり︑かわいそう

になってきたり︑自分に

酔いしれたり︒それが決

と は？﹂﹁ 地

りになる司法

﹁身近で頼

てもらい︑それに関して

する意見や課題を提出し

体の代表者から司法に関

コントの後は︑参加団

のかを考えるにあたっ

どのようなことができる

展に向けて︑支部として

今後も︑地域司法の発

であることが生き残りの

知性的であるより感情的

れた︒人工知能登場後は

よりも知的能力が重宝さ

場により︑肉体的な強さ

いに違いない▼機械の登

断の源である︒となると

域司法と市民

議論をする形式で進行し

て︑非常に有益な会であ

交い︑パネリストを務め

︵勝俣 豪︶

隆寛︶ 鍵になりそうである︒

人工知能は決断はできな

の 輪 ﹂﹁ 地 域

った︒

る会員との間で活発な議

石井

ていった︒各団体の参加
という３つの

の充実・強化﹂ 者からは鋭い指摘が飛び
テーマに沿っ

︵会員

の裁判所体制

ようであった︒

応援ソング
た︒ＮＨＫ等

ちは︑支部付近の落語研

モブ︵前触れなく突然パ

の文言の改訂を行った︒

のマスメディ

究会に所属する大学生か

フォーマンスを行うこ

道もされた預り金口座の

アの取材も入

ら指導を受けるなど︑本

と︶のような形で︑突然

に︑議員から弁護士自治

り︑参加者は

番に向けて猛練習をして

席を立ち合唱を始めた会

③④懲戒委員会及び懲戒

懲戒委員会及び綱紀委

３００名を超

いため︑会場を爆笑の渦

員達に︑参加者も驚いた

弁護士会への届出や依頼

報告があった︒

員会の委員長の代理で職

え大変盛況で

に巻き込んでいた︒

について疑念視する意見

木村良二会

務を行う副委員長を明確

あった︒

手続に関する会規等一部

員は︑２月９

個人情報保護法が改正

化するための改正を行っ

されたため︑改正法と会

日に開催され

る少年の年齢

規の平仄を合わせるため

た︒

及び犯罪者処

の改正を行った︒

た法制審議会

遇を充実させ

⑥個人番号及び特定個人

⑤個人情報の保護に関す

るための刑事

情報保護会規一部改正の

において︑①

法の整備︑②

件

る会規全部改正の件

会社法制︵企

少年法におけ

者見舞金の制

法を目指して﹂が開催さ

弁護士会支部サミット 相模原Ⅱ

地域とつながる司法を目指して

⑧旅費の支給に関する会

件

された︒県外の会合に対

会務活動に携わる会員

規制定の件

23

する取扱会規一部改正の

護法が改正されたことに

⑤と同じく個人情報保

29

改正の件

を務める木村良二会員からの報告が行われた︒

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

係︶の見直しについて審

総会に先立ち︑日弁連副会長を務める木村保夫会員と法制審議会委員

された︒

２月
23

度についての

一部改正の件

28
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（１）

神奈川県弁護士会臨時総会

旅費の支給に関する会規を制定

三浦執行部の一年が終
いう果敢なタイトルを掲

弁護士会を目指して﹂と
関東十県会の正副会長以

本当に助けられた︒ただ︑ も︑宮下副会長の何でも

議進行・司会の手腕には
着実に処理する能力には

︻

わる︒そこで︑三浦執行
げた︒副会長全員︑この
本当に助けられた︒半分

主である︒とは言いつつ

部を代表して私から真摯
くらいは眠っているとは
いえ長時間会館にいるた

外では︑この手腕を知っ

め︑事務職員の皆様にと

ている者は多くない︒
安達副会長は︑理由も
っては起こせば頼れる存

意味がわからないまま一

なく車での通勤を続け︑

年が終わった︒とは言い
つつも︑三浦会長の懐の
禁酒もしていないのに懇

な挨拶をさせていただく

深さには本当に助けてい

ことにした︒
私はあまり詳しくない
ただいた︒重大問題にも

常議員会 平成 年度

延命

︼

政之

正・副議長退任挨拶

果敢に挑んだ１年間

議長

弁護士会活動の精度︵質︶ 私自身勇気づけられる思

されることは︑それだけ

弁護士会を取り巻く

のであるが︑ある女性ア

が︑理事者から上程され

を高めることに繋がるよ

様々な問題に︑一人ひと

イドルグループの曲に︑

る議案についてかなり活

うに思います︒今年度は

いがしました︒

手常議員の皆さんは出席

ます︒１年間お世話にな

生かしていきたいと思い

この経験を今後の会務に

から見た私の感想です︒

率が高く︑目から鱗が落

り︑ありがとうございま

ってこの曲で

んだ議論を聞くにつれ︑

種村副会長は︑スーパ

発な議論がなされまし

議論の質だけではなく︑

りの常議員に果敢に挑ん

在になった︒

た︒その反面︑理事者と

出席率が高かったことも

で い た だ き ま し た︒﹁ 神

親会ではお酒を飲めない
ーゴールを決めたかと思

しては常議員の舌鋒の鋭

特筆すべき点です︒会議

のが常であった︒とは言
うとオウンゴー

さに耐えきれず予想外の

に全回出席した﹁皆勤賞﹂ 奈川県弁護士会も︑捨て

全く動じないので︑副会

ルも決めるの

結果に終わることもあり

長たちは重大ではないと

ードがある︒

で︑私たちは常

ました︒議事の進行に神

支えてくれた人や見守っ

いわゆる神曲

に自陣ゴールの

たもんじゃない﹂という

てくれる人への感謝の気

である︒三浦

守りも固めなけ

が十数人と大勢だったこ

のが︑この１年間議長席

いつつも︑安達副会長の

執行部の一員

経を使う場面もありまし

とは驚きです︒

勘違いして処理すること

である私にと

ればならなかっ

たが︑どんなときでも冷

期以下の若

静に議長を補佐してくれ

になりました︒今年度は︑ た畑中副議長には感謝し

ちるような発言も数多く

した︒

とりわけ
名

初めて選挙で選ばれた常

ありました︒弁護士会の

た︒とは言いつ
長の推進力・事

弁護士会の重要な意思

在り方について示唆に富

つも︑種村副会
務処理能力には

議員によって常議員会が

決定機関である常議員会

ぶ︒本当は仲が良くない

けせっせと記載してい

の在館予定時間を一人だ

理事者在館ボードに当日

髙橋副会長は︑会館の

宮下副会長は︑会議の

信頼されていた︒

事務職員の皆様から一応

し︑表面上は温厚なため

職員人事を一手に担当

助けられた︒当会の事務

人心掌握能力には本当に

ある︒

いる︒探しても手遅れで

ガスあたりに高飛びして

大金を引き出してラスベ

てあることを信じるか信

らせすること︑それ

全員に速やかにお知

り︒その内容を会員

くれました︒

任務のハードルを上げて

意見の多様化は︑確実に

言を重ね︑延命議長の適

極的に参加し︑活発に発

題の増加︑事情の複雑化︑ るように︑各常議員は積

は︑誰の発言も漏らさぬ

指摘をいたし︑会議の間

案についての質問や

事者との打合せで議

会議の前には︑理

任時に心得ました︒

しょうか︒

ちゃんと読まれていたで

です︒みなさん︑速報は

な労苦が隠されていたの

その過程には︑実はこん

ーリスに流れるに至る︑

常議員会速報が会員メ

草鞋︵わらじ︶のうち︑

何足か履いている会務の

終えることができます︒

お陰様で無事に任務を

今︑一足を静かにぬぎ︑

しいことです︒

会議となりました︒喜ば

ようノートパソコンを打

確な進行の下︑充実した

が私の任務だと︑就

副議長

さよならの向う側

大変でした︒常議員会
常議員の数は︑昨年度

速報の作成︒

置いていきます︒ありが

けふはここまでの

とうございました︒

当新聞の連載﹁常議員

会のいま﹂には︑昨年度

ち続け︑会議の後は︑１

８名の若手常議員らにコ

から増えたとはいえ

容を要約︒その際には︑

倍︒ 週間程度のうちに議事内

ラムを書いてもらいまし

この激動の時代におい

名︒当会会員はその

た︒その内容からもわか

山頭火

改めて議案資料を読み込

草鞋をぬぐ

む必要もありました︒議

ることは重要なことばか

浩之︶ て︑常議員会で議論され

じないかはあなた次第で
苑田

ています︒
本当に助けられ

において活発な議論がな

のにほぼ毎日顔を合わせ

た︒しかし︑その予定ど

場で眠っているように見

︵副会長

隆爾

構成されました︒そのた
りアクセルであ
ったが︑ブレー
キはなかった︒
最後に︑私︑
苑田について語

てきたメンバーである︒

おりには在館していない

せかけて本当に眠ってい

畑中

めではないのでしょう

60
た︒三浦執行部

歌われている
であろうかと
考えた︒
当会の会員
の皆様が思い
浮かぶ︒当会
の事務職員の
皆様一人一人
の顔はより一
層思い浮か

っておかなけれ
ばならない︒女
性アイドルグル
ープの熱烈なフ
ァンという噂も
あるが︑単なる
噂である︒この
記事が世に出る

顔が思い浮かぶのはやむ

ので︑そのうちに誰も信

る大胆さと繊細さの持ち

ころには︑私は

を得ない︵種村副会長も

じなくなった︒とは言い

40

ぶ︒皆様がい
なければ三浦
執行部はこの
一年を駆け抜
けることはで
きなかった︒
皆様には心か
ら感謝申し上
三浦会長と

げる︒

含む︶
︒

つつも︑髙橋副会長の会

副会長たち︵種村副会長

三浦会長は︑昨年のこ

以上︑この記事に書い

の新聞で﹁より機能する

も含む︶の顔も思い浮か

の定員が５名増えて

昨年度から︑常議員会

持ちを綴った壮大なバラ

28

のエンジンであ

ような人は誰

ができた︒

福岡県二日市温泉「大丸別荘」にて

ある︒

40
40

（２）
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その時、確かに三浦執行部は存在した
〜平成28年度理事者から最後の挨拶〜

用の算定実務では︑
東京・
の新しい簡易な算定方

は︑﹁ 養 育 費・ 婚 姻 費 用

た︒参加者は本部・支部

式・算定表に関する提言﹂ 題する研修会が開催され

婚姻費用の新算定表﹂と

こが変わった！養育費・

本 部 の 共 催 に よ り︑﹁ こ

ことが難しかった︒しか

にわかりやすく説明する

表が必要な理由を説得的

関わってきたが︑新算定

新算定表や書籍の作成に

日︑日弁連

大阪養育費等研究会が提
と共に︑提言の内容を具
し︑今回の研修を受け︑

月

案した簡易算定方式・簡
合わせて１０７名︒新算
なぜ特別経費を控除して

昨年

易算定表︵現算定表︶が
体化した新しい算定方
はいけないのか︑特に住

現在︑養育費や婚姻費

用いられているが︑これ
ついて︑日弁連両性の平
居費を権利者の収入から

式・ 算 定 表︵ 新 算 定 表 ︶ 定表の考え方・使い方に

控除することが母子の貧

を公表した︒
等に関する委員会副委員

により画一的に算出され

長の竹下博將弁護士︵第

た低廉な養育費が母子貧
日︑人権擁

この新算定表の公表を
困の大きな原因だという

されている︒

ている等の問題点も指摘
護委員会と貧困問題対策

受け︑２月

困をもたらす一因となっ
二東京弁護士会︶を講師

生活保持義務を満たす

欠である︒新算定表を活

新算定表は︑子どもたち

養育費の額や不払いの

なお︑新算定表につい

用して︑裁判所にもその

ては︑提言と共に日弁連

問題は母子の貧困と直結

である︒そして現算定表

のＷＥＢサイトに掲載さ

意義を理解してもらう活

には職業費の重複計算︑

れているので参照された

動を広げたい︒

公租公課の計算値︑住居

い︒

するものであり︑弁護士

費の格差などの様々な問

休 廷 中︑﹁ よ く が ん ば っ て

謝罪の言葉が出てきた︒

連の委員会の一員として

らず︑裁判官の話も聞き取れ
ない状況だった︒

いらっしゃいましたよ﹂と弁
護士から声をかけられたとき
の男性の安堵した表情が印象
に残っている︒
理路整然と弁護するだけで
はなく︑被告の気持ちにも寄
り添いながら代弁する献身的
な姿は︑まさに﹁身近な弁護
士﹂だった︒
記者として︑私も裁判や県
内の様々な出来事を読者のみ
なさんにより身近に感じても
らえるよう努力していきた
い︒
年度︑どんな出会い
があるのか︑何を伝えられる

平成
士が耳元まで近づき︑ねばり

朋子︶

のか︑わくわくしている︒
鬼頭

強く数回にわたって問いかけ

しかし担当されていた弁護

会(員 湯山 薫 )

題がある︒私自身︑日弁

の業務にも直結する問題

込んだ新算定表の解説を

ことがよく理解できた︒

裁判員裁判︒就寝中の妻の首

の健全な成長に必要不可

に招き︑現算定表の問題

﹁神奈川県弁護士会﹂に会
を絞め殺したとされたのは︑

﹁分かりません﹂︒﹁う〜ん﹂︒

受けた︒

点と︑その解決策を盛り

名が変更された１年前︑弁護
認知症の男性だった︒

さんの﹁身近な弁護士﹂と出

だが︑この１年の間にたく

った︒

﹁身近﹂に感じることはなか

う裁判所や弁護士の先生方を

たばかり︒法律用語の飛び交

当時の私は司法担当になっ

新聞の地域面に出稿した︒

れていると伺い︑それを読売

変わる﹂の意味合いも込めら

って︑より身近な弁護士会に

会 名 変 更 に は︑
﹁県民にと

表情を今でも覚えている︒

まりの多さに驚いた通行人の

だ弁護士の先生方の人数のあ

士会館の前にズラッとならん

に関する研修会 開 催

車いすにパジャマ姿の男性

︵読売新聞

裕之

権擁護大会があり︑その

ないほど会長の熱い想い

の私はこれまで数え切れ

ギーはすさまじく︑担当

懸ける中本会長のエネル

会員 二川

月には福井で人

第３分科会では死刑廃止

をシャワーのように浴び

見をはじめ︑その様子は

木村保夫副会長の記者会

て宣言した︒当会選出の

を目指すべきことを初め

年までに死刑制度の廃止

言﹂を採択し︑２０２０

全体の改革を求める宣

もあり︑蒔いた種がきち

への対応など新たな課題

改革課題に加え︑国際化

行っている︒従来からの

行部は﹁仕込み﹂を日々

細を言えないものの︑執

るが︑現時点ではまだ詳

が見えにくい課題ではあ

なかなかすぐには成果

ている︒

る招集請求に基づく昨年

テレビニュースや新聞で

度の廃止を含む刑罰制度

同 大 会 で は︑﹁ 死 刑 制

が正面から議論された︒

昨年

たと思われる︒

Ｆ次長の
ニチベンの日常

日弁連事務次長に昨年

﹂と呼ば

日臨時総会︵日弁

６人いる弁護士事務次

い実感である︒

てきたというのが偽りな

あっという間に駆け抜け

ら１年有余が経過した︒

を作成したり︑綿密な進

て総動員体制で想定問答

日︑各担当分野に分かれ

備に奔走させられた︒連

れている︶に向けての準

連では﹁３・

たるマスコミ対応で苦労

大会の前後での連日にわ

当日の対応はもとより︑

的にも非常に注目され︑

た︒国内はもとより国際

も大きく取り上げられ

幸運にも１年間で２度も

担当となったおかげで︑

ま私は３つの重要課題の

上記のとおり︑たまた

かかっている︒

は︑これからの頑張りに

んと芽を出すかどうか

３月

長は順次就・退任してい

行打合せを行ったりし

担当当事者としていわば

き︑その都度担当替えが

したのも今では良い思い

そも全部覚え切れていな

にはいかないので︵そも

れた際︑全て答えるわけ

弊したためか︑質疑から

た︒神経を相当使って疲

を頻繁に差し入れたりし

問に対して︑資料やメモ

り︑執行部への相次ぐ質

副会長の後ろの席に陣取

重要課題である︒

り組まなければならない

の実情に配慮しつつ︑取

切で︑犯罪被害者の方々

うに活動していくかが大

実現に向けて今後どのよ

死刑廃止については︑

い︒

個人的にも興味は尽きな

事司法の出番だろうか︑

う︒３度目はいよいよ民

ることは３度ある﹂と言

こ と が で き た︒﹁ ２ 度 あ

歴史的な現場に立ち会う

総会当日も︑私は担当

た︒

い ︶︑ 私 は 必 ず﹁ 主 な 担

討論に移った直後から記

法曹人口問題に一定の

を実現するために重要な

身近で利用しやすい司法

とともに︑市民にとって

護士の活躍の場を広げる

る次第である︒

協力を引き続きお願いす

り︑皆様方のご支援・ご

事務次長２年目にあた

個ある︒担当を聞か

当は︑法曹養成とりわけ

憶の大部分が飛んでしま

決着をつけたこの総会

課題である︒この分野に

で

法曹人口︑民事司法関連

は︑将来語り継がれるで

波乱万丈が予想される
の大部分︑死刑廃止﹂と

っている︵笑︶
︒

あろう歴史的な総会だっ

し言及したい︒

の３つに絞って︑以下少
法曹養成に関しては︑

民事司法の改革は︑弁
答えている︒そこで︑こ

の担当は︑数えると全部

されるものの︑現在の私

出である︒

１月１日付で就任してか

10

15

22

ると︑殺害の理由や家族への

11

11

は裁判の状況が把握できてお

11

養育費・婚姻費用の新算定表

会うことができた︒

弁
近な 護士
身

新聞版

就任直後から︑会員によ

29

日弁連が提言する
先日傍聴した︑殺人事件の

29
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新しい特定調停スキーム活用セミナー

関するセミナーを︑日弁

企業法律支援センターの

高裁の記録に表れる
原審の問題点

２月２日 当会会館

会場からの質疑応答に応じる登壇者

富田善範横浜地裁所長講演

単独型︑堂野達之氏より

めた︒豊富な写真︑

所視察委員長︶が務

について︑約１時間

の一日︑根拠法令等

制限区分や︑受刑者

の種類︑優遇措置と

られる手順︑刑務所

類され︑刑務所に送

や︑刑が確定後に分

刑務所内部の様子

図表を用いながら︑

一体型という︑個別具体
的な実例等について詳細
さらに︑横山朗会員が

な説明があった︒
コーディネーターを務め
質疑応答が活発になされ

弁護士より説明があった︒ た︒
最後に︑同センター副
本部長である高橋理一郎

まず︑渡邉敦子氏より︑

ヨコハマジャスト１号館 ﹁ 中 小 企 業 再 生 と 特 定 調
会員より︑本スキームの

連︑関弁連との共催で︑
停スキームの概説﹂と題

にて開催した︒セミナー

にわたり講義を行っ

た︒初歩的な内容か

ら︑一般にあまり知

られていない事柄ま

で︑わかりやすく解

連機関との連携を深め︑

と題する勉強会が開催さ

て︑﹁ 刑 務 所 の イ ロ ハ ﹂ 参加者からは好評を

説するものであり︑
本スキームの活用促進等

れ︑当会会員ら

１月 日︑当会会館に

ンの活用事例に関する分

加した︒

刑者の再犯防止・社

が案内役となり︑受

受けた以降については︑ ︵刑事法制委員会

いるものの︑実刑判決を

会員
︵当委員会委員︶

続いて︑海渡双葉

得た︒

析報告﹂と題し︑多数の

を通じて中小企業の事業

本勉強会は︑当会刑事

会復帰のための法制度の

詳細はわからないという

名が参
再生に貢献したい︒

あった︒

法制委員会が︑刑事矯正

提言等につき﹁あるべき

場合が少なくないと思わ

と併せ︑本勉強会の実施

圭吾︶

施設︵刑務所︶に関する

刑罰制度とは？〜刑罰制
和解勧告がされていな

一般に︑弁護士は︑刑

を続けている︒微力なが

島津

制度・仕組み・実態等を︑

度全体の改革を求める日

続いて︑宮原一東氏よ
り事業者単独型︑尾田知

会員により深く理解して

れる︒そこで︑当委員会
いケースがある︒代理人

委員会委員長︑日弁連刑

事裁判の判決が確定する

とにより事件の経緯が分

講師は︑森卓爾会員︵当

第８回市民会議

豪史︶

社会のおかげで︑色々な

に乗ってみたり︒ネット

ジンも座席もないバイク

車で走り回ったり︑エン

かも︒屋根もドアもない

は︑一生やらずに終わる

代半ば︒今やらないこと

と思って︑振り返れば

子供がでかくなったな

副委員長 若林

なれば幸いである︒

亜紀氏より経営者保証人

もらうため毎年開催して

は︑横浜刑務所の見学会

緯が決め手になる︒立証

事拘禁制度改革実現本部

である︒

弁連宣言の内容〜﹂の発
責任の所在にとらわれ過

からは言い出しにくいか

事務局次長︑元横浜刑務

かると︑証拠調べが充実

いるものである︒
ぎずに︑例えば︑処分証

もしれない︒しかし︑人

射程範囲や落ち着きの

する︒補充尋問により裁

市民のための弁護士会を目指して

ら︑弁護活動への一助と

証前の和解成立が難しく

悪さについても冷静に主

判官の考え方が分かる

までの手続には精通して

書が作成された背景事情

張し︑裁判官に考えさせ

と︑人証後に和解の機会

ても︑その理由を聞くこ

てほしい︒主張整理が裁

②法律相談センターの

者

デスク

市川

勝俣

重雄

統子

豪

ことを試しやすくなり感

問販売お断りステッカー

活動に関しても︑夜間休

常磐

情強化にもよさそうです︒

伺い︑当会の活動に活か

を作成し︑高齢者世帯を

長谷川 篤司

され︑自治体との連携を
そうと２０１４年度から

中心に配布するという計

日相談の拡充を求める市

山田

図りながら進める大切さ
控訴理由書の提出期限

始まった市民会議︒２月

民の声などを聞くことが
び②神奈川県弁護士会総

が効率的という意見も出

推進員を通し配布するの

った︒

川添

本間

啓明

久雄

一誠

①弁護士会として︑訪
は守り︑原審での主張立

３日︑第８回市民会議が

画に関して︑好意的な意

でき︑意義のある会にな

動の二つ︒

証が不十分であれば︑第

見が多く出た︒横浜市独

市民の方々から意見を

１回口頭弁論の１週間前

開催された︒今回のテー

自の制度である消費生活

口頭での議論を活発化さ
陳述書の提出も人証申

マは︑①訪問販売お断り
活発な質疑応答も続

合法律相談センターの活

を共有した︒
請もされていないケース

までに人証申請をするべ

ステッカーの取組み︑及

せるべきである︒

がある︒陳述書は主尋問

きである︒
き︑次の機会が待ち遠し

みのり︶

くなる２時間であった︒

佐藤

しくない︒真実を知るに

︵会員

は︑本人尋問が特に重要

記
に代わるものであり︑準

ば︑代理人から働きかけ︑ を持ちやすくなる︒

判官のリード不足であれ

るべきである︒

も主張し︑証明力を高め

民事事件こそ︑動機や経

表が行われた︒

︵会員

事例分析に関する説明が

れを機に当会としても関

次に︑大宅達郎氏より︑ を交えた企画であり︑こ

関や中小企業の支援機関

本セミナーは︑金融機

の挨拶があった︒

有用性に言及しつつ閉会

できる場面等の説明があ

定等の手続の特徴や利用

し︑事前調整型︑

条決

に１８０名︑懇親会に
名の参加を得て盛況であ
った︒
本スキームの沿革や活用

冒頭︑三浦修会長より︑ った︒

63

の促進について挨拶があ ﹁ 経 営 者 保 証 ガ イ ド ラ イ
った︒続いて︑関東財務
局理財部金融調整官青木
雅信氏より︑金融行政方
針を踏まえ地域連携の観
点での活用促進等につい
本編では︑日弁連中小

て挨拶があった︒

理人は依頼者から事情を
聞いているので︑主張立
証が最小限になりがちだ

刑務所のイロハ
25

２月８日︑事業再生に

〜新たな中小企業再生 支 援 の 有 効 策 〜

４階大会議室は︑定刻
富田所長は︑東京高裁

前に満席となった︒

が︑裁判官に時系列に沿
った事実を早く把握させ
るべきである︒メールを
書証化する時は順番に並
主張整理段階で︑心証

べてほしい︒
は７︑８割形成される︒

勉強会
27

in 神奈川県
17

備書面の焼き直しは好ま

40

部総括のほか︑法務省在
職時に︑国の代理人とし
て︑当事者の代理人や裁
判官の訴訟活動を観察し
まず︑主張整理が不十

た経験を持つ︒
分なケースについて︒代

インフルエンザに罹ると裁判所では出
勤停止。代理人も無理に出廷しないで
下さい。

（４）
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