付けられればいいです

ーパーレス化などに手が

例えば︑事務作業のペ

よ︒

今年度は期待が持てます

ば達成は難しいですが︑

度の知識と経験がなけれ

制を整えなければなりま

る時期にきているのかも

場所 横浜情報文化センター

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︒

えるかも知れませんね

たりすることが趣味と言

他の弁護士と共に勉強し

よろしくお願いいたしま

で︑これからもご支援を

る努力をして参りますの

スしやすい環境を整備す

して会務の活性化につな

指します︒これが結果と

に発言できる雰囲気を目

ぞれの会員が楽しく元気

︵笑︶︒

がると考えておりますの

で︑会員のご理解とご協

力をお願いいたします︒

岩田

山山 ゆり

日本列島で金環日食が

観察されたのは昨年５月

日の朝︑首都圏では１

７３年ぶり︑次回見られ

るのは３００年後という

ことで実に貴重なこと︒

だったのですが︑前の日

遅くまで仕事をしてた

か︑飲んでたか︑とにも

かくにも全く記憶にない

私▼この日食を︑東海大

今年度の執行部はそれ

た上︑労をねぎらった︒

人につき仕事ぶりを讃え

組を少し拝見させていた

い︒実際に配信された番

立てたというからすご

するという大記録を打ち

︵聞き手
当会としましても県民

横浜家庭裁判所長︑黒岩

次に新理事者が登壇し︑

県民へのメ
ッセージ

の皆様が弁護士にアクセ

祐治神奈川県知事︑林文

代表して仁平新会長が就

恭子・ 学文学部広報メディア学
博信 ︶ 科の学生さん達が︑全国

４月１日︑ホテルニュ

子横浜市長が相次いで祝

千歳

プに仕分けしています︒

ーグランド３階ペリー来

辞を述べられた︒

万人が視聴

た︒そして︑倉吉敬横浜

旧理事者の紹介が行われ

が開催された︒冒頭︑新

前会長が退任の挨拶を行

が登壇し︑代表して木村

その後︑まず旧理事者

副会長と共にこの１年を

続けられるよう︑５人の

ら信頼される存在であり

会が１００年後も国民か

任の挨拶を行い︑弁護士

でしたが︑ドキドキしな

は一切なし︒約１年遅れ

のです︒学生が作った感

に分かりやすくて面白い

だいたところ︑これが実

がら日食を楽しむことが

い︑５人の副会長１人１

駆け続けたいと力強く決

の一環だそう︒どうした

できました▼これも授業

そして︑大野宗横浜地

ら伝わるか︑全ては学生

を受けたかったなあとう

方検察庁検事正のご発声

らやましく思いつつ︑学

が考え︑戦略を練り︑実

今年は︑多数の来賓の

生さん達の素直さと一途

践する︒私もこんな授業

他︑２２０名の会員が参

で乾杯を行い︑歓談とな

加する盛況ぶりで︑新旧

さに胸を打たれたのでし

った︒神奈川フィルハー

か︑若手会員の姿も目立

費としたこともあって

て い る の か︒
﹁受け手目

報は市民の皆さんに響い

いるのか︑弁護士会の広

頼者や裁判官に伝わって

た▼さて︑私の言葉は依

モニー管弦楽団の弦楽四

︵城田 孝子︶

線﹂の大切さを若い人達

した︒

に教えられたひとときで

奥園

龍太郎︶

重奏が華を添え︑新理事

︵会員

会となった︒

者の門出に相応しい懇親

期までの会員は特別会

理事者の希望で

期から

った︒

意表明をした︒

地方裁判所長︑西村則夫

万人︑のべ

Ｕｓｔｒｅａｍで同時５

説を交えながら配信し︑

７箇所と中継を結んで解
結局︑研究会に参加して

航の間において︑本年度

会員に対し
て一言

す︒

６階情報ホール

趣味をお聞
かせいただけ
ませんか
趣味と言われるとなか
なか思い浮かびません
が︑相変わらず法律雑誌
冊位読んでスクラッ

21

通常総会開催のお知らせ
00

日時 平成 年５月 日
︵火︶ 時 分〜
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新理事者就任披露懇親会

を

28

７

せん︒

副会長をな
さっていた
年前とでは弁
護士・弁護士
会はどのよう
に変わりまし
たか
明らかに執行部の仕事
量が増えました︒前執行
部の副会長は︑ほとんど
毎日のように会館に来て
いたようですが︑私が副
会長であったころは︑週
３回程度の出勤だったと
思います︒

関心を持っ
ている会務は
何ですか
現在関心があるのは法

しれません︒弁護士の活

うことですから︑このよ

左から三品、
本田、
前田、
仁平会長、中野、
渡部（敬称無しはいずれも副会長）

25

100年後も信頼される存在に

仁平新会長に聞く

ね︒現時点で当会の会館
には︑過去の常議員会な
どで配布された資料など
が段ボールに換算して１

スは若手弁護士の収入源

２００箱くらいありま
す︒これを電子文書で保

当会はいずれ２０００

になっている部分があり
で︑将来的には︑千葉県

動の特徴は法律を活用し

うな業務が十分に評価さ

43

若手会員の活性化を

会長就任に
あたっての抱
負をお聞かせ
下さい
今年度は︑若手弁護士

管するなどすれば︑保管

ますが︑種々検討を要す

の支援を目指します︒
弁護士会の活性化は︑

コストなども大いに削減

人を超える大規模会にな

律相談センターです︒法

若手会員の活性化なくし

ることが予想されますの
弁護士会のように第二弁

律相談センターや法テラ

てありえません︒若手会

できるのではないでしょ

護士会館を設置する必要
いずれにしましても︑

れなければならないと思

があるかもしれませんね︒ て紛争を解決できるとい
将来的には多数派になる

います︒

今年度の執
行部の特徴は

うか︒

な条件作りが必要かと思
若手弁護士を支援する

います︒
ためには財政の裏付けが

ＩＴの知識が豊富な副

であろう若手弁護士が元

必要ですが︑財源の確保
のために︑当会の組織や

気に会務に参加できる体

新理事者就任披露懇親会 開 催
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員が将来の弁護士会を担

将来の弁護
士・弁護士会
像について

４

５

う訳ですから︑そのよう

３

仕事のあり方を整理する
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必要性を感じております︒ ですね︒ＩＴ化はある程

２
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全議案、
全員一致で可決

の明示の希望︑人員不足

は︑登録者に必要な能力

大に受け止め︑関連する

日弁連でもこのことを重

揺るがすものといえる︒

る市民の信頼を根底から

日︑横浜情報文化センター６階情文ホールにおいて臨時総会が開催さ

れた︒当会の刑事弁護人等の推薦等に関する会規の改正や︑不祥事防止対策に
の懸念︑他の専門家類型

理事会決議を行った︒そ

３月
関する総会決議等の議案等が審議され︑全ての議案が全員一致で可決・承認さ
の将来における創設の要
護を被疑者段階から刑事
れた︒なお︑３月

日の

の賛成により可決承認さ

この議案は︑全員一致

紀両委員会の委員増員等

に向けて︑紛議調停・綱

こで︑当会は︑再発防止

倉吉

横浜地方裁判所長

常議員会において︑これ
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は﹁ 佐 賀 の が ば い ば あ

上げて対外的に主張して

りは

衆議院議員

副議長

大貫
上げて私の退任の挨拶と

衆議院議員

大学

横浜弁護士会綱紀委員会

栗田
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ちゃん﹂で有名な島田洋

いくことの難しさです︒

これまでも定時総会等機
衆議院議員

団長
養成問題についての日弁

いたします︒

川崎市議会
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みんなの党

議員団

政明
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新理事者就任披露来賓の方々

弁護人により行う必要が

その特殊性を考慮した弁

望等が表明された︒

れた︒

ある︒そこで︑障害者刑
に基づく関係規則の改正

横浜地方検察庁

事弁護人希望者名簿を創

関する会規を見直す方向

設し︑知的障害を有する
被疑者・被告人について︑ が承認されている︒

横浜市長

神奈川県知事
れた情報の活用を図る
大磯町長

での検討を行う︑市民窓

等︑様々な取組を遂行す
進むべき方向性を明確に

口の機能を強化して得ら

弁護士不祥事防止対策に

る一方で︑会として今後

総合的な

積極的に取り組む旨の総

第３号議案

弁護士の紹介︑当番弁護
会決議の件

国選弁護人の候補となる

士の派遣について︑この

金谷副会長から提案理

会長からの説明の後︑

長

神奈川権

自由民主党横浜市支部連

横浜弁護士会懲戒委員会

学法科大学院教授

とする︒登録者の募集は

松田

神奈川県議会議員︵元議

由が次のように説明され

長︶
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神奈川ネットワーク運動
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所長
の賛成により可決承認さ

会

会長

成で可決承認された︒

利擁護相談センター
﹁あし

会福祉協議会

智子

末廣

弁連の意見を実現するこ

若林

田代
弁護士・弁護士会に対す

との難しさも︑より一層

代理

横浜検察審査協会

会長
れた︒

所

するためにこのような決
説明された︒

議をする︒

務づける︒対象には発達

る不祥事︵特に金員の横

他に︑委員会の人事案

剱持副会長︑竹森会員か

近年の統計上︑全受刑

障害の場合も含めること

領等︶が相次いで発覚し

ら提案理由が次のように

者の内かなりの割合を占

とし︑具体的な時期は５

ており︑これは弁護士個

全会員を対象とするが︑

めるとされる知的障害を

月に研修を開始し︑本年

登録には研修の受講を義

有する人は︑意思疎通の

秋ごろからの運用を目指

件があり︑全員一致の賛

この議案は︑全員一致

困難性等の障害特性があ

人の問題にとどまらず︑

にも︑新たな広報・広告

昨年以降︑弁護士によ

り︑取調官に誘導されて

す︒
会員からの意見として

が求められていることを

すと﹂所長 齋藤

七 さ ん︑﹁ 行 列 の で き る

たとえば︑法曹養成問題

会ある毎にご報告に努め

義偉

川崎市議会

横浜地方裁判所委員会委

法律相談所﹂で有名な俳

では︑法曹人口・法科大

て参りましたが︑今後も
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連の意見を外部に対し︑

学
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横浜地方裁判所委員会委

宏

員・神奈川都市交通株式

優でもある本村健太郎弁

学院について︑それぞれ

衆議院議員 菅

和德
することができました︒

どこに重点を置いて強い

牧島

衆議院議員 松田

梶村

その中でも一番自分な

護士︑元クイズダービー

会内の意見をまとめるこ

衆議院議員 鈴木

充

合会

りに思う存分活動できた

アナウンサーの小池達子

日々の会務の中で日弁連

衆議院議員 田中

洋

というのは広報です︒今

弁護士とトークショーを

で経験したことを活かし

森

私は︑この１年間でこ

年度は執行部全体で広報

との難しさを痛感しまし

ていきたいとお約束申し

幹事長

神奈川県中小企業団体中

計好

孝一
ｈ ｏ ｏ！ バ ナ ー 広 告︑

感じられました︒

幹事長

キャッチコピー公募︑付

実感したこの１年間でし

社会福祉法人神奈川県社

箋作成・配布︑ポスター・

た︒

れまで私の経験したこと

を位置付け︑思いきった

たし︑修習生の給費制を

昨年のこの新聞での就

チラシの作成︑芸能人ら

のない分野や世界を垣間

しましたが︑副会長就任

含めた全体としての法曹

を招いての記念行事︵私

見ることも多く︑貴重な

前には予想もしなかった

未だ一歩踏み出したば

にありがとうございまし

武井

昨年４月に日本弁護士

業務広告を含めて飛躍的

経験でした︶などを実現
一ダイヤル﹁ひまわりお

かりですが︑弁護士や弁

た︒

会員

連合会副会長に就任して

経験を数多くすることが

強化を図り︑３月１日に
私自身は副会長とし

悩み１１０番﹂の広報・

説得力を持って主張する

申し上げます︒

からあっという間に１年

スタートした法律相談統
いくつかの分野を

広告の実現に私の全力を

かを決めることやその日

て︑

担当し︑その中で比較的

護士会にとって厳しい状

任しました︒

重いとされたのが︑人権

況を切り開いていくため

衆議院議員

当会及び当会会員のみ

擁護大会︑
貧困問題対策︑ 尽くし︑全国紙・地方紙

１年間のご支援︑本当

なさまには在任中様々な

消費者問題と広報でした︒ への全国一斉広告︑Ｙａ

かれん

形で応援頂きましたこと

25

について︑改めてお礼を

もって任期終了により退

できました︒

日弁連副会長を
退任して

臨時総会

が 過 ぎ︑ こ の ３ 月 末 を

共夫

高いと考えられるため︑

迎合してしまう危険性が

た︒

べき者の推薦︑私選紹介

人等の推薦等に関する会
名簿に基づいて行うこと

刑事弁護

規一部改正の件

第１号議案

27

22

10

（２）

横 浜 弁 護 士 会 新 聞
２ ０ １ ３ 年 ５ 月 号（ 第 ３ ０ ４ 号 ）

た︒１００名を超す盛況

ついての研修会が行われ

めとして︑ここ数年で刑

被害者参加制度をはじ

のであった︒

わらず大変勉強になるも

長

神奈川県司法書士会 会

豊

名程度に増加させること

本間

などを考慮すべきと思わ

議長

いる︒個人的には︑被害

ました︒修習は

常議員会議長に選任され

検察庁や裁判所に対し実

や︑支援するにあたって

けるにあたっての留意点

ていた会員にとっては︑

か良くわからないと感じ

いが︑何をしたらいいの

被害者支援に携わりた

を立てることが必要と思

員については早急に対策

ていますが︑特に若手会

い︑様々な問題が起こっ

当会は会員の増加に伴

たいと考えております︒

現するように努めていき

行うことなどについて実

取及び事後の報告を密に

員に対して事前の意見聴

１年間どうぞよろしくお
願い致します︒

副議長

菅

友晴
て頂くことにしました︒
実は︑前回の常議員で
は︑ほとんど発言をしな
いまま１年が終わってし
まったので︑今回は︑少
しでも発言をしようと
思っていたところ︑副議
長という個人的意見を言
えない立場になってしま
い︑今回もほとんど発言

蒔山

小島

東京地方税理士会

ス部長 左近充

会長

会長

ひとみ

忠男

明宏

日本公認会計士協会神奈
川県会

伊久男

斉藤

宣昭

取締

隆

専攻長 教授

際社会科学府

根本

横浜植木株式会社

代表

李

神奈川県専修

会長

正人

洋一

神奈川大学大学院

和志

法務

総局

松原

哲

嘉明

林

支

義亮

横浜

石川 義彦

横浜支局

総局長

横浜支局長

支

磯崎 由美

横浜支局

毎日新聞社

読売新聞

塚田 牧男

株式会社金子設計 代表

山﨑 行雄

代表取締役社長

株式会社テレビ神奈川

鶴田 豊實

代表取締役社長

ＹＯＵテレビ株式会社

局長

渡辺 浩生

株式会社産経新聞

局長

共同通信

統合編集局長

株式会社神奈川新聞社

脇阪

横浜総局 総

茂

弁護士政治連盟神奈川支

務研究科長

関東学院大学大学院 法

研究科委員長

安達

高橋 寿一

法曹実務

横浜国立大学大学院 国

渡邊

系長 教授

株式会社サカクラ

役社長

徹

取締役

株式会社横浜駅前ビル

晃一

ディング 代表取締役

稲葉

山城 泰介

株式会社横浜岡田屋 常

務執行役員

朝日新聞

部

社団法人

学校各種学校協会

宏

横浜市体

岩崎 幸雄

公益財団法人

山口

会長

水谷

支部長 杉﨑

株式会社ローズホテル

岩倉

一高

暁

育協会

代表取締

尚弘

野村 芳広

会長

高見澤

株式会社高尚

役

連合神奈川

議長

神奈川県労働組合総連合

事務局長

神奈川県消費者団体連絡

会

局長

ズ・インターナショナル

副会長

山本

代表取締役社長

弘和

会

奥田

センター

境界問題相談セン

神奈川県土地家屋調査士
会

ターかながわ
長
会長

神奈川県社会保険労務士
会

治

会長

一般社団法人神奈川県不

動産鑑定士協会

中津川

田後 隆二

神奈川県行政書士会 会
長

一般社団法人神奈川県中

会長

小倉 仁志

小企業診断協会

会長

一般社団法人神奈川県建

築士事務所協会

喜弘

特定非営利活動法人神奈

丸山

川被害者支援センター

榊原 高尋

関東甲信越支部 ＪＩ

理事長

株式会社金子設計 代表

取締役会長

Ａ神奈川 副代表

特定非営利活動法人神奈

修司

川災害ボランティアネッ

佐藤

理本部総務部長

店

営業部長

秀樹

大成建設株式会社横浜支

喜一

株式会社岡村製作所 管

稲毛 恒男

金子

神奈川県

黒田

信郎

取締役所長

公益社団法人

理事長

植山

山口

センター長

神奈川県地域生活定着支

会長

神奈川県保護司会連合会

利昭

トワーク

康

会長

会頭

前田 峰子

援センター

佐藤

大成建設株式会社横浜支

中西 一郎

横浜国立大学大学院 国

会頭

大崎 哲郎

健嗣

法律

締役

平田 恒一郎

ナイス株式会社 代表取

鈴木 利昌

営業部課長

店

際社会科学研究院

横浜国立大学大学院 国

山倉

教授

際社会科学研究院長・国

横浜商工会議所

副会頭

野並 直文

横浜商工会議所

中小企

川本 守彦

川崎商工会議所

際社会科学府長

副会頭

鎌倉商工会議所

佐々木 謙二

横浜商工会議所

員

日本臨床心理士会 代議

山下

社会福祉士会

和司

社団法人日本建築家協会

上原 伸一

宏道

神奈川県土地家屋調査士

髙野

坂倉

︿２面より ﹀ 業振興部 部長

ぶりで︑また参加者の顔
事裁判手続における被害

方などについて再考をす

正・副議長就任のご挨拶

館 に て︑
﹁犯罪被害者を
ぶれも若手会員からベテ
者の権利は飛躍的に拡充

べき時であり︑常議員の

常議員会

サポートする〜弁護士に
ランの会員まで幅広い年
されており︑それに伴っ

日︑開港記念会

何ができるか﹂と題し︑
齢層となっており︑被害
て︑被害者支援を行う弁

３月

犯罪被害者支援委員会の
者支援について︑皆が高

者支援は︑決して専門的

れます︒また︑常議員会

名から

本研修会では︑捜査段
な 分 野 で は 無 く︑﹁ 困 っ

であれば誰でも従事でき

際にどのような申し入れ

常議員会については︑

微力を尽くしますので

をすべきか等︑松岡会員︑ 本研修会は被害者支援活
動へ一歩踏み出すための

定員あるいは選出のあり

われます︒

山下会員両名の経験談を

良い動機付けになったの
真美︶

ではないかと思われる︒
和田

踏まえたより実践的な内

︵会員

だった自分︒日に日に危機感が

年度常議員会副

楽しく活発な議論の場に

容となっており︑被害者
支援の経験の有無にかか

増していた３月末︑やっと保育

それまで妻に子育てを任せきり

東京などで認可保育園に入れ

園が見つかった︒

平成

議長に選任されました︒
期です︒
期は名前の順で常議

修習は

冷や

明るい本間議長を補佐

をしないことになってし

し︑楽しく活発な議論が

まったのが心残りではあ
さか副議長をやることに

員を出すことになってお

なるとは思ってもいませ

り︑今年は２度目の常議
ただ︑目の前で苦しむ人

出来るような議事進行の

市部に人口が集中する構図

の声をまず伝えるのが記者︒今

んでしたが︑推薦して頂

でいいのか︒それも一つの

られず︑退職した人がいる︒人

後︑保育園探しで悩む親に取材

一助となればと思ってお

ります︒

倒を見ていた︒母が帰る今春ま

ごとではない︒長男が２次募集

ります︒至らない点ばか

員です︒立候補時にはま

でに︑ゆっくりと保育園を探せ

いた会員の推薦理由に期

りだと思いますが︑１年

のバランスを挙げられて

間宜しくお願いします︒

︵共同通信社横浜支局

いましたので︑これも巡

してみたいと思う︒

り合わせと思い︑やらせ

で落ちたら︑妻も仕事を辞める

鈴木 正博︶

つもりだった︒
最悪の結末が頭をよぎった︒

ばいいと思っていたところの︑
題﹂が︑生活に関わる重大事に

広報相談サービ

委員である松岡義久会員
い関心を持っていること

横浜市

と山下昌弥会員を講師と

会員の増加に伴う常議員改革を

する︑犯罪被害者支援に

定員は現在の

階︑公判段階︑刑事裁判
た人を助けたい﹂という

に対する参加意欲を高め

確定後と各段階における

前年度の飯田直久議長

被害者支援に必要な制

る分野であると思う︒

の後を受けて平成

るために︑選出された常

志で弁護士を目指した人

識を網羅したのみなら

議員は各期の代表である

年度

度︑条文などの基本的知

35

期です︒ ことを意識し︑各期の会

ず︑被害者から相談を受

25

問題だ︒

える︒地方は過疎化し︑都

極集中による負の側面とい

待機児童は︑都市への一

ければ養えないのに︒

くにもあるはずだ︒働かな

ず︑苦しんでいる家庭が近

い︒今も預け先が見つから

だが〝一件落着〟ではいけな

ない子どもの親が︑行政に異議

び
選

る︒その中には︑子どもを預け

を申し立てる動きが広がってい

なった︒

護士への期待が高まって

50

が窺えた︒

春の訪れを告げる桜が︑例年
より早く開花した３月︒心の中
で冷や汗をかいていた︒長男の
保育園選びのためだ︒
﹁募集は終わりました﹂昨年
末︑横浜市担当者から厳し
い言葉を突き付けられた︒
２月付の横浜異動を告げ
られ︑０歳の長男を預ける
保育園選びを始めたが︑１
次募集は既に終了︒２次に
望みを託し︑結果が通知さ
妻は昨年秋に育休を切

40

突 然 の 異 動 通 知︒
﹁待機児童問

り上げて仕事復帰︒長男は

25

46

犯罪被害者
支援入門

れる３月を迎えた︒

11

の保育園
汗

弁護士に何ができるか
大阪から来た妻の母が面

46

横 浜 弁 護 士 会 新 聞
２ ０ １ ３ 年 ５ 月 号（ 第 ３ ０ ４ 号 ）
（３）

は︑当会弁護士フェスタ
いる︒その成果は︑当新

熱心に撮影に取り組んで

う信念をもって︑常日頃

スピーカーから原音大で

置された英国製の巨大な

英気を養い︑織裳邸に設

した蕎麦で︑夜は地酒で︑

は富士山の伏流水を使用

や︑各委員会等から依頼
聞１月号に毎年掲載され

真に日付はいらないとい

当倶楽部会長の下に結成
される記録写真の撮影が

か︑現在でも活動の中心

年近くになろ
多い︒もっとも︑各倶楽

写真倶楽部も岡本秀雄

うとしている︒当初の結

されて︑
成の経緯が︑当会の記録
に︑芸術論争は深夜まで

鳴り響くバッハを背景
続いた︒議論に少々疲れ

ている巻頭写真や︑当会
会館５階に展示してあっ

部員はそれぞれ︑芸術写
た各倶楽部員の作品で︑
た倶楽部員は︑翌朝︑更

いくかが喫緊の最重要課

楽部員の作品を展示して

後︑どのような形で各倶

館のリニューアル完成

品を撤去したが︑当会会

ルに伴い展示していた作

今回の会館リニューア

に︑次回の活動へと持ち

作成は今回の議論を基

すわけにもいかず︑作品

まった︒機材を雨にさら

気が崩れ雨天となってし

したところ︑あいにく天

作品制作を開始しようと

湾の地魚を味わい︑いざ

このような倶楽部であ

越しとなった︒
るが︑入会を希望される

題となっている︒できれ

年度当倶楽部は

例年どおり活動してきた

倶楽部員一同歓迎する︒

穣まで連絡をされたい︒

有志は︑海野宏行︑渡辺
日︑

日と

として３月

夜を過ごしていました︶
︑

穣︶
こうした様々な出来事

その後避難している方々

渡辺

訴することができ︑また︑ があった中でも︑仕事を

のための法律相談を担当

初めてすべて一人で任

させていただきました︒

めてから２年あまり︑周

初めてから２か月後に経

された民事事件では︑法

験した東日本大震災が︑

廷での要領を得ない発言

には心を開いて︑釈放後

りの方々に支えられなが

接見拒否の被疑者は最後

らなんとかやってくるこ

を裁判長や相手方の代理

直に経験した地震の衝

人からあきれられたり︑

撃にも強烈なものがあり

とができたというところ

てくれました︒

で︑この場で語るような

事件以外の面では︑経

ましたが︑この衝撃的な
詐欺事件の被疑者にだま

えられていることを感じ

な影響を与えたと言える

際立った奮闘ぶりは何も

験の裏打ちがないながら

ました︒そして︑皆が一
日一日を大事に過ごせる
ようにすること︑
つまり︑
誰もが法律問題に思いわ

ンター理事長の野々山宏

第１部では国民生活セ

割﹂に関する研修会が行

にて﹁消費生活相談の役

段としての裁判を念頭に

すると判断すれば最終手

に対して法的請求権を有

観点から分析し︑相手方

は紛争の事実関係を法的

なる部分も多い︒弁護士

手法は弁護士の手法と異

演によればその紛争解決

を学べ︑弁護士業務にも

はの紛争処理とその意義

ない消費生活相談ならで

普段は見聞きする機会の

に持ち込み解決を図る︒

をも根拠にして話し合い

にとどまらず社会的責任

あるか検討し︑法的責任

日︑開港記念館

弁護士から﹁消費者相談

大変参考になる講演であ

３月

の役割﹂について講演が

他方︑消費生活相談員

おきつつ交渉にあたる︒

費者からの苦情・問い合

は︑消費生活相談員が消

かく調査したうえで︑紛

かを問わず事実関係を細

は法的に意味があるか否

り︑具体的ケースにおい

員の小林真寿美氏によ

士と国民生活センター職

第２部では野々山弁護

われた︒

あった︒各市町村の消費

わせに対して助言やあっ

争の生じた原因がどこに

った︒

生活相談窓口において

せんを行っているが︑講

て消費生活相談員が

どのように問題処理

にあたるか事例検討

が行われた︒事例は

未成年者がオンライ

ンゲームで高額課金

してしまったケース

と︑モバイルデータ

通信サービスとパソ

コン等のセット販売

のケースである︒

いずれも最近頻発

している問題である

が︑法的問題点が分

かりやすく整理され

ているだけでなく︑

消費生活相談におけ

る紛争解決手順につ

いて具体的に理解で

谷川

献吾︶

きる内容であった︒

︵会員

し﹂とされかねないので︑

他人事では済まされない

記

デスク

裁判過程にも﹁人工知

が︑人間の洞察や判断に

日々研鑽を積まねばと思

プロ棋士が将棋ソフト

頼らざるをえない部分が

う︒

との対局で敗れたという

両角

能﹂を活用する研究が行
きていくことができるよ

記事を読んだ︒勝者は﹁人

大河内万紀子

われており︑こうなると
う︑一つひとつの仕事に

あるため︑全てをプログ

三橋

ずらうことなく愉しく生
立っていることもでき

全力で取り組み︑私自身

ラムすることは現時点で

康介
ないほどの揺れでぐちゃ

工知能﹂を搭載したソフ

は困難とのこと︒

尾家
に︵もちろん自分からす

ぐちゃになった事務所か

トで︑形勢判断を行い︑

会員
す ん で ︶︑ 委 員 会 や 弁 護

ら逃げ出したり︵しかし︑ も充実した毎日を送るこ

数ある選択肢の中から最

龍太郎

とはいえ︑安穏として

千歳

城田

博信

孝子

潔

幸治

いてはいつの日か﹁用無

者 奥園

治樹
団などの活動で︑いろい

とを目指そうと改めて心

大和田
ろなイベントでの司会や

に誓ったのでした︒

ができるという︒

善の手順を選び出すこと

机の下に隠れて難を逃れ
った事務所内で悠然と一

たボスは︑壁にひびが入
に残っています︒

報告︑街頭活動などを行

期

21

わせて頂いたことが印象

新

経験で︑いつも周りに支
されかけた刑事事件があ

ある意味で新人としての

紛争処理と意義を学ぶ
かもしれません︒

ないのですが︑それでも

ったり︑また別の刑事事
件では年下の被疑者に接
見を拒否されたりと︑今
となっては恥ずかしい経
験もしました︒それでも
周りの方々のおかげで︑
その民事事件では自分に

消費者生活相談の役割に関する研修会
私の仕事にもっとも大き

とって初めての判決で勝

合宿を行った︒初日の昼

31

真っ先に私の事務所に来

︵会員

が︑本年度の活動の総括

平成

れば有難いと考えている︒

ば従前のとおり展示でき

の会員も多いことと思う︒ に英気を養うため︑駿河

当倶楽部の活動をご存じ

写真の撮影にあったため
左から海野宏行会員、若林律夫会員、織裳修会員、筆者、織裳邸前にて

それなりの経験はしてき

平成24年度写真倶楽部総括合宿

思いわずらうことなく
愉しく生きよ

ました︒

30

介
紹
ブ
ラ
ク

20

弁護士として仕事を始

24

63

（４）

横 浜 弁 護 士 会 新 聞
２ ０ １ ３ 年 ５ 月 号（ 第 ３ ０ ４ 号 ）

英気を養い、議論を尽くし、いざ作品制作へ

