５月

日︑当会会館５
28

事者就任披露懇親会が中

日弁連第 回定期総会
30

日時 ２０２０年７月 日︵金︶ 時 分〜
場所 弁護士会館２階講堂﹁クレオ﹂
12

触しないようにした︒

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

緊急事態宣言が解除さ

れた︒これまで直面した

が︑いずれにしろ︑従前

のロゴマークです︒

ことのない事態に右往左

目に見えないウイルス

の生活形態に戻るのは随

事態宣言の発令を受け︑

まず︑４月７日の緊急

う法律相談についても︑

た︒なお︑自治体等で行

電話相談を行うこととし

日までとし︑６月１日か

当会会館の閉館も５月

急事態宣言延長を受け︑

その後︑５月４日の緊

の完全な終息はまだ先に

が︑新型コロナウイルス

圧倒的多数により可決

パシフィコ横浜とい

往するばかりであった

との闘いであることから

会の冒頭︑剱持会長によ

分先のことだと思われる

例年口頭でも行っていた

を６割程度減じ︑その他
は自宅待機とした︒

日に緊急

４月８日の常議員会で災

電話相談にするように働

ら開館するものの︑一部

承認された︒

び時差通勤も継続するこ

とする実行委員会と協

う会場の広さを活かし

利用や各種会合等につい

ては︑しばらくの間は以

前のようにという訳には

いかないが︑安易にスト

ップさせるのではなく︑

様々な工夫をして回復さ

せていきたいと考えてい

るので︑会員の皆様にも

ご理解︑ご協力をお願い

したい︒

の１以下とし︑ご来賓

についても︑実際に会

場に来てもらう方と︑

ビデオメッセージを寄

せてもらう方に分ける

等︑これまでの慣例を

すべて無視した新しい

スタイルでの大会開催

剱持

京助︶

を目指しており︑乞う

ご期待︒

︵会長

い︒

︵青山

良治︶

することを願ってやまな

染症が一日でも早く終息

力しつつ︑忌まわしい感

今しかできないことに注

きで︑寂しい限りである︒

触は可能な限り避けるべ

うが︑現状︑人と人の接

力しあうしかない！と思

みんなで一致団結して協

の難局を乗り切るには︑

にストレスを感じる▼こ

より自粛生活はそれなり

じがどうにも慣れず︑何

て︑シーンとなるあの感

トなしに突然画面が消え

を切ると︑フェードアウ

感じにくいし︑スイッチ

人の機微︑本音等を肌で

するからこそ感じられた

ンラインでは︑人と対面

とも思われる▼ただ︑オ

発展していくことになる

での会議︑対応が急速に

が︑今後は︑オンライン

開始されたと思われる

整理が横浜地裁において

Ｔツールを活用した争点

しも︑ウェブ会議等のＩ

当該対応を迫られた︒折

等︑我々も︑否応なしに

イン会議が多用される

形態が促進され︑オンラ

ークといった新しい勤務

を行う︑いわゆるテレワ

完璧な対策はなく︑それ

部会館︑相模原支部会館
る所信表明がなされた︒

しい選択をしなければな

▼緊急事態宣言を機に︑

会務報告は全て書面報告

その間も︑保育園受入

らない場面もあったが︑

でもできる限りの感染防

をオンライン中継で結
そこでは︑コロナのピ

世界中に感染が拡大し

に関する要望書︑身体拘

いろいろな方々からもご

勤務先に出勤せずに勤務

とし︑前年度執行部及び
ンチをチャンスに変えて

た新型コロナウイルスに

また︑各法律相談セン

束に関する申入書︑特別

助言いただきながら対応

止策を取りつつ︑業務を

び︑通常総会が開催され
支部役員に対する表彰も
いくとの発想で︑やるべ

対して︑その感染拡大を

ターも閉じ︑コロナウイ

定額給付金に関する申入

優宏

た︒新型コロナウイルス
延期された︒議事進行に
きことはしっかりとや

防止し︑利用者や会員︑

ルスに関連した相談とそ

畑中

の感染拡大防止のために
ついては︑全ての議案を
り︑会務の見直しや合理

職員の安全を守りつつ︑

をしてきた︒皆様のご協

副会長

とられた初の試みであっ
通して先に提案理由の説
化も進めていきたいこと

書︑裁判所の期日に関す

なお︑５月

継続させていくために難

たが︑支部に所属する会
明と質疑応答︑意見聴取

れ以外の相談について︑

員にとっては移動時間の

業務を継続するという観

を行い︑採決は後にまと

など現在の強い思いが語

大幅な短縮につながり︑

力に感謝している︒

られた︒

る申入書を発出し︑当会

めて行うという︑新しい

電話相談を受けてくれる

総会への出席がしやすく
スタイルがとられた︒

害対策本部を立ち上げ︑

きかけた結果︑すべての

の業務の減縮を続け︑職

事態宣言は解除された

日ま

自治体等で電話相談とな

た︒

︱２０１９年度︵一般会

で︑本部会館及び支部会

った︒

の名簿を作成し︑無料の

計・特別会計︶収支決算

館を閉館することにし

４月

ととした︒相談センター
︱

のシンポジウムは︑オ

期大会は︑会場とオン

全国各地の弁連大会が

力 し て︑﹁ ス ポ ー ツ に

て︑実際に会場に集ま

なると思われる︒会館の

た︒その間︑当番弁護士

関係者が感染した場合に

での相談も︑当面は面談

承認の件︱

︻第２号議案︼

の派遣︑裁判所や自治体

備え︑理事者と職員を２

相談はせず︑担当者が電

日から５月

︱２０２０年度︵一般会

等との連絡︑各種証明書

チームに分け︑交互に出

話をかけて相談を行うこ

４月

計・特別会計︶予算の件

の発行等︑必要な業務に

勤することとし︑他チー

ととした︒

員の勤務時間の短縮およ

︻第３号議案︼

限り継続することとし︑

ムの理事者と職員には接
分暫定予算の件︱
一括審議がなされ︑圧

ンライン配信のみと
の意向を受け容れても

ライン配信という史上

し︑午後２時からの定
らった結果︑開催を予

初の﹁ハイブリッド方

年ぶり
に当会が担当する関東

定どおりに強行？する

日︑

弁護士会連合会定期大

式﹂で開催する方向で

軒並み中止や延期とな

おける公正性・公平性﹂

る参加者を定員の３分

準備中である︒

る中︑災害対策に強い

をテーマとした午前中

左部明宏会員を中心

関弁連に︑今期執行部

る︒コロナ禍の状況で

ことになった︒

９月

やります！関弁連定期大会

10

12

会が横浜で開催され

25

倒的多数により可決承認
された︒
︻第４号議案︼
︱綱紀委員会委員︑懲戒
委員会委員及び予備委
員︑資格審査会委員及び
予備委員選任の件︱
利害関係人を除き︑圧

園子︶

倒的多数により可決承認
須山

日からは︑当会

︱２０２１年度︵一般会

１日に出勤する職員の数

なお︑４月１日の新理 ︻第１号議案︼

なることから︑今後も同
様の措置を継続すること

新型コロナ禍で一気にオンライン化が進んだ通常総会の様子

25

計・特別会計︶４・５月

てきた︒

点から︑当会においても

新型コロナウイルスに対する当会の対応

31

の意見を外部に伝えてき

31

71

会員を募集し︑それぞれ

また︑時間短縮のため︑ 止になったことから︑総

が期待される︒

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

さまざまな対応策を取っ

階・４階会議室と県西支
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された︒
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初の「オンライン総会」を実施

ｅ裁判では︑デジタル

なお︑バージョンアッ
下書きファイルや︑他の

ロードします︒その際︑

理事者室

日︑通常総会

副会長

ームページの会員ページ

用にあたっては︑当会ホ

う︒緊急事態宣言より

間の感覚が普段と違

をしたからなのか︑時

裕がなかった自分自身

いものを取り入れる余

と仕事に追われ︑新し

んですね！日々の生活

本当に便利になってる

調べてみると︑世の中

している︒でも︑色々

巻き込まれ︑悪戦苦闘

議だという世間の波に

テレワークだＷｅｂ会

である︒それが突然︑

きい︒

験したことはとても大

Ｗｅｂ会議を実際に経

とだが︑多くの会員が

ロナ以前からできたこ

いない︒もちろん︑コ

きく変わっていくに違

ウム等の開催方法は大

会議や研修︑シンポジ

と実感している︒
今後︑

執行

前の出来事は︑遠い昔

ＩＴ音痴の

のことのようだ︒
感がある︵もちろん︑

れ︑ほっと一息ついた

いただいたが︑今期執

ー記事の中でもご紹介

剱持会長のインタビュ

５月号に掲載された

残念だが︑この２か月

なってしまったことは

様々な行事が中止に

まれ変わっているに違

す︑次世代執行部に生

とＩＣＴを使いこな

部ではあるが︑任期が
油断は大敵です︶︒

行部は全員１９６０年

いない
︵あくまで筆者

終わるころには︑颯爽
しかし︑副会長就任

の経験で︑今期だから

の仕事のやり方を反省

からまだ２か月という

代生まれ︒ＩＴ音痴を

の希望的観測です︶︒

させられる︒

のが信じられない︒あ

出来ることが沢山ある

に若手の会員は︑会から

剣に審議をしている︒特

のメールで配信されてい

名︒県西支

部の会員においては︑テ

る常議員会速報を一読

した会員は

自認するアナログ世代

日午後２時︑緊

名の常議員がいる

おり︑まず︑インターホ

至ることができた︒

以上なので︑無事開催に

ところ︑定足数３分の１

感じて頂きたい︒

し︑是非︑会務を身近に

た︒

ンで館内の職員に声をか

冒頭の二川常議員会議

かに常議員会を終了させ

記者の復帰後最初の担

していた須山︑青山両

１年間理者室に出向

長からの﹁なるべく速や

５階の大会議室を全部

ることにご協力いただき

集時期が緊急事態宣言

たい﹂との発言を受けて︑

と重なったこと等によ

使って︑大きく座る間隔

ところで︑今回の議案

り２面編成となりまし

を開け︑窓も開け放って

とも関連するのだが︑当

た︒班会議は不慣れな

当号である本号は︑編

会会館がある土地は裁判

ＷＥＢ会議で︑横道に

議事進行がなされた︒

コロナ禍の中で︑出席

止策である︒

ご存じだろうか？その地

それたおしゃべりがほ

とんどできませんでし

年から令和２

義人

久保田

園子

久子

青山 良治

久保

年までで約２・６倍にな

記

デスク

た︒

真剣に議論が交わされ

土居

では︑会員の業務に影響

飯島 麻樹

田鍋 智之

辰

移転も視野に入れる必要

須山

のある事項について︑真

このように︑常議員会

があるかもしれない︒

者

た︒将来的には︑会館の

っていることについて︑

代が平成

所から借りていることは

の開催︒いわゆる三密防

かである︒

館内はいつもと違い物静

けて初めて入館できる︒

当会会館は閉鎖されて

で常議員会が開催された︒ レビ中継での参加となっ

急事態宣言の真っただ中

４月

まりにも非日常な経験

緊急事態宣言も解除さ

小豆澤 史絵

執行部︑
ＩＣＴと格闘中

り

常に注意をしておきまし

される脆弱性等に対し︑
プは︑サインインをして
裁判の書面を手直しして

ＰＣで使うソフトウェ

Ｔｅａｍｓのセキュリテ
マイクロソフトは定期な
いると自動でダウンロー
書面作成をした際の従前

今回は︑ｅ裁判で用い

ィについて︑いくつかの
いし臨時にバージョンア
ドされ︑ＰＣがアイドリ
の記載が残ったファイル

形式のファイルをアップ

注意点をお話ししたいと
ップを行なっています︒
ング状態の時にインスト
をアップロードする可能

ょう︒

思います︒
そこで︑Ｔｅａｍｓを使
ールされることになって

アの常として︑日々発見

１ 常に最新バージョン
う際にも︑それが最新バ

られる会議ソフトウェア

のＴｅａｍｓを使う
めに︑必ず一度印刷して

性があります︒安全のた

ＯＳも最新バージョ

います︒
２

ージョンであるかどうか

５月

支部︑相模原支部の４

が開催された︒会館５

か所をテレビ会議でつ

階と４階会議室︑県西

ＰＣのカメラでは︑出

ないでの初の試みだっ

利用環境を整えるこ

席者の顔と共にその背景

たが︑幸い大きなトラ

５

です︒

確認する等の工夫が必要

こと

３

と

も写ってしまいます︒Ｔ

ブルはなく終了した︒

さらに︑事務所の配置

に掲載されているＴｅａ

え続けている︒

60
,s

ンを使うこと
ＯＳが古いバージョン
である場合︑脆弱性が放
置されている可能性があ

ｅａｍｓの背景選択機能

るので︑最新バージョン
二段階認証で安全な
を利用して︑不要な背景

を使いましょう︒
パスワードを使用す

によっては︑ネットでの

ｍｓマニュアル︵最新バ

なお︑Ｔｅａｍｓの利

ること

の写り込みを避けること

すが︑それらのパスワー

会話が第三者に聞こえて

ージョン︶を熟読してお

も望ましいです︒

ドは︑パスワード生成ソ

しまうことがあるので︑

くことが必須です︒

不満そうな顔をする︒法廷で

︵東京新聞横浜支局

29

Ｔｅａｍｓでは︑二段

フトなども利用して︑安

イヤホンや単指向性マイ

階認証が採用されていま

全なものを利用しましょ

ク︑ヘッドセット等で工

ファイル管理に注意

う︒
４

介助が必要になり︑施設に入

はその姿を思い出していた︒

39

よ

靖彦︶

の取れない人を安楽死させる

三浦

それでも︑スプーンでご飯

べきだ﹂など︑犯行当時と主

︵会員

くなる筋萎縮性側索硬化症

を口の中に入れると︑満足そ

張を変えることなく︑命を軽

夫をしましょう︒

︵ Ａ Ｌ Ｓ ︶ と 診 断 さ れ た 後︑

うな表情を浮かべ︑テレビの

すること

いと思った﹂
︒２０１６年７

数カ月で亡くなった︒発症し

﹁障害者がいなくなればい
月︑相模原市の知的障害者施

視した持論を展開した︒

所︒次第に話すことも難しく

されて数ヶ月たった今も︑考

ないのか︒死刑判決が言い渡

く︑もっと深い情の部分では

命の大切さは理論ではな

思うようになった︒

より父のことを考え︑大切に

が病気になってからは︑以前

は容易だと実感している︒父

情から気持ちをくみ取ること

で意思疎通できなくても︑表

障害者の家族として︑言葉

番組が見たい内容でなければ

設﹁津久井やまゆり園﹂で発
生した殺傷事件︒元施設職員
の男の犯行動機に耳を疑った
ことを鮮明に覚えている︒
昨年８月︑愛知県春日井市
から横浜市へ異動になり︑約
半年後︒自らがその裁判員裁
判を担当することになった︒
裁判取材はほとんど経験が
なく︑不安だった︒ただ︑な
んとしても﹁見届けないとい
けない﹂という強い気持ちも
あった︒昨年亡くなった父が
頭から離れなかったからだ︒

三密防止の常議員会の様子

だ
耀平︶

24

28

丸山

なった︒

会員 常磐 重雄（55期）

60ʼs

てからすぐに食事や排せつは

はじめましょう

被 告 は 公 判 で︑﹁ 意 思 疎 通

命

24

を
父は全身の筋力が徐々に弱

緊急事態宣言下で
始まった常議員会
常議員会
の い ま

その 23
Teamsのセキュリティ

を 考 え る

（２）

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

