が わ
ふ た

日︵火︶

通常総会開催︵予定︶のお知らせ
日時 ２０２１年６月

場所 神奈川県民ホール ︵小ホール︶︵予定︶

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

近年建物の気密性が高

まり︑冬でも暖かい家が

できるのか︑しっかりと

会としていかなる協力が

て欲しいです︒

たな活動にチャレンジし

護士会﹂を目指して取り

りがいのある弁護士・弁

﹁身近で利用しやすく頼

存ですので︑ぜひご注目

的な情報発信に努める所

くべく︑当会からも積極

ない▼壁には一応断熱材

り︑冬は寒いことこの上

築数十年の木造建物であ

のロゴマークです︒

アピールされるようにな

した対応態勢の整備が急

って久しいが︑我が家は
県民ニーズに沿っ

で元気に活動することが

を伴う会務の効率化・合

負けないシフトチェンジ

新型コロナ禍にも

でできるのか︑他地域で

として県民に何をどこま

当地で発生した際に当会

水害等が多発しており︑

していきます︒

つ︑当会の活動・運営を

と積極的な連携を図りつ

との連携強化︒関係団体

福田三郎さんと小谷洋

当会人権賞を受賞した︒

は︑２名及び１団体が︑

呈式が開催された︒今回

て︑第

の提供︑行政との協同事

保護者に対する人権教育

中高大学生︑教職員及び

予防プログラムの開発︑

かながわも︑デートＤＶ

業によるデートＤＶの被

回当会人権賞贈

害防止のための相談体制

越川

な未曾有の事態に対応す

り多くの県民に知っても

強化︒弁護士の活動をよ

当会からの発信の

ない発見もありました

地に直接赴くと思いがけ

ています︒実際︑自ら現

耳を傾けることを心掛け

頼者や関係者の話によく

しています︒そして︑依

﹁現場主義﹂を第一と

多々あります︒当会もチ

だ改革すべきところは

年を迎えますが︑まだま

えます︒

運営にも役立つものと考

見等を調整していく会務

司法制度改革から約

権賞につい

継いでいく決意を述べた︒ で︑今年も春一番を感じ

も自らの戦争体験を語り

挨拶があっ

く思う旨の

を︑喜ばし

できたこと

呈式を開催

け︑暴力の連鎖を止める

は生じうることに目を向

しい関係であっても暴力

わの阿部真紀代表は︑親

エンパワメントかなが

長が受賞理

手に包まれた︒

いたが︑会場は大きな拍

者は間隔を空けて座って

感染防止のため︑来場

述べた︒

た︒
その後︑ 必要があるという決意を

選考委員会

由を説明

の中西委員

し︑人権賞

ば︑季節の移り変わりを

愛でる文化がある我が国

では︑自然との連続性を

重んじた家屋を作り続け

てきたように思う︒その

意味では︑我が家は︑伝

統的な日本家屋の延長線

上にある︒我が家に住む

ことは日本文化の体現で

ある︒そう心に言い聞か

ある︒

︵千歳

博信︶

陽︶ せ︑残寒に耐える毎日で

︵会員

山口

が贈呈され

た︒

ることができた▼思え

て無事に贈

吹けば雨戸がきしむの

こともある︒また︑風が

が部屋の隅で鳴いていた

し︑秋の夜︑カネタタキ

リの鳴き声で目が覚める

にかけての朝は︑ヒヨド

良い面である︒冬から春

ていることは︑我が家の

世界との連続性が保たれ

密性が悪いことで︑外の

倒な季節である▼ただ気

ない︒夏は夏で色々と面

で︑なかなか涼しくなら

冷気が逃げてしまうの

エアコンをかけても逆に

われるかもしれないが︑

てよいのではないかと思

身にしみる︒夏は涼しく

わってくるので︑寒さが

その上床からも冷気が伝

室内に紛れ込んでくる︒

どこからともなく冷気が

純哉︶ が︑サッシの性能が悪く︑

が貼られているようだ

できることは︑県民にと

理化︒将来的な委員会の

また︑認定特定非営利

ください︒

っても非常に有益なこと

統廃合なども視野にいれ

活動法人エンパワメント

組みます︒弁護士の活動

です︒結果として︑若手

２月６日午後０時半よ

災害が発生した場合に当

るには︑従来の手法だけ

らえるよう︑分かりやす

し︑依頼者等の話を十分

ャレンジしますので︑特

受賞したエンパワメントかながわの阿部代表（右）

県民の皆様へ

会員にとっては業務基盤

つつ︑従来の制度等を不

り関内ホール小ホールに

︵聞き手

の確立にも繋がります︒

日弁連・関弁連等

断に見直していきます︒

県民の皆様にとって

地域に密着した災

で︑新型コロナ禍への十

子さん︵戦争体験を語り

構築といった活動が評価

受賞式では︑まず当会

と︑高齢の身体をおして︑ され︑人権賞を受賞した︒

継ぐ会︶は︑戦争体験を

語り部として命と平和の

持つ者としての使命のも
に広がりを持ち︑各自の

新執行部の特徴を
教えてください

分な対応態勢を固めたい
今こそ︑スピード︑実

バックグラウンドも多様

求められていると思いま

２名の女性副会長は当

す の で︑﹁ ミ ッ シ ョ ン！

会史上初めてであり︑男

県民への法的サービスを

受賞挨拶では︑福田さ

安定して継続していかな

の剱持京助会長から︑コ
女共同参画の小さな実践

大切さを説く活動を続け

パッション！ハイテンシ

様々な意見を調整できる

な の で︑ 支 部 も 含 め た

ければなりませんし︑会

実務型執行部を目指しま

んは横浜での空襲の経
といえます︒副会長の事

験︑小谷さんは北満州で
務所所在地は関内︑新横

ロナ禍のなか感染対策を

ョ ン！﹂︵ 教 育 学 者 の 齋

万全にし︑節目といえる

藤孝氏の言葉︶の精神で

ていることが︑受賞理由

務を滞らせることもあっ

となった︒

てはなりません︒

では十分ではありませ

い言葉で積極的に発信し

聴くことで︑起死回生の

第

の戦争経験に触れ︑今後
す︒

ら︑
かような状況下でも︑ 行力︑リーダーシップが

25

回の人
浜︑川崎︑相模原と県内
す︒

諸課題に取り組む所存で

まずは前執行部が確立
した諸対応策を継承し︑
更なる改良に努めた上

ん︒ピンチをチャンスに

ていくよう努めます︒ま

活路を見出すこともあり

に若手会員は︑夢と希望

弁護士として
大切にしていること

変えるような︑躊躇ない

た︑執行部が何を考え何

を持って様々な分野で新

重点的に取り組みたい事柄

改革努力が必要です︒そ

に取り組んでいるのか︑

ました︒このような心構

を掲げます︒

こ で 私 は︑ 今 年 度︑
﹁チ

えは︑会内外の様々な意

新型コロナ禍等のよう

ャレンジ！かな弁﹂をス

可能な限り会員に対して

会員にひとこと

ローガンに︑５つの重点

25

とと思います︒当然なが

前例のない新型コロナ

人権賞
贈呈式

禍への対応に前執行部は

２名及び１団体が受賞

害対応︒近年大きな地震・

をより多く知っていただ

た弁護士の活動領域の充

いと考えています︒

15

務です︒

20

実︒弁護士が幅広い分野

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

と思います︒

新会長就任にあたっての
抱負をお聞かせ下さい

発 行 所
神奈川県弁護士会
横浜市中区
日本大通９番地
☎ 045 211 7707

多大なご苦労をされたこ

二川裕之新会長

課題︵略称﹁５チャレ﹂
︶ も情報を開示していきた

表彰状を授与される福田三郎さんと小谷洋子さん

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ ２ １ 年 ４ 月 号（ 第 ３ ９ ９ 号 ）
（１）

二 川 裕之新会長に聞く
〜「チャレンジ！かな弁」
をスローガンに〜

２月６日、
「人権シンポ in かながわ」が関内ホール（小ホール）
とオンラインとの併用により、以下の３つのテーマについて行われた。

実録映画 ﹁眠る村﹂上映
なく︑その後捜査の最終

の︑自白に秘密の暴露等
紙の貼り直しを示す鑑定

冠の歯型鑑定やその封緘

る︒それ以外は地獄﹂と

昼食になるとほっとす

後半の青山学院大学の

いう仲代達也のナレーシ

新倉修名誉教授による講

その他により︑再審の開

当初は自白と矛盾する

演﹁えん罪と死刑につい

段階までに否認に転じ︑

他者の供述等もあった

ョンが︑終了後も重く残

１審は証明不十分で無

が︑奥西氏の自白後︑こ

った︒

罪としたが︑２審は消去

て考える﹂では︑死刑存廃

始と無罪を強く主張して

法で犯人と認定して死刑

に関する国内外の状況︑

いる︒

毒ぶどう酒事件を扱った

れらが自白に沿うように

以後一貫して無実を主張

ドキュメンタリー映画

一斉に変わったという︒

した︒

今回の
を宣告し︑上告も棄却で

〜無罪から死刑へ
人権シン
確定した︒

の中︑多

事態宣言

よる緊急

ロナ禍に

がかかった︒奥西氏は︑

た奥西氏に殺人等の嫌疑

事件で妻と愛人を亡くし

亡した事件である︒この

酒を飲んだ女性５名が死

会で出た農薬入りぶどう

を受け取り消された︒

決定したが︑異議の申立

古屋高裁︶が再審開始を

れ︑第七次再審請求審︵名

中に知らせがあるので︑

﹁ 死 刑 の 執 行 は︑ 午 前

考えさせられた︒

か︒再審制度のあり方も

消極的対応への比喩なの

解明﹂に対する村民等の

その後再審請求がなさ ﹁眠る村﹂とは︑﹁真実の

させられる内容だった︒

廃止への関心を一層高め

すい解説がなされ︑死刑

イントを使って分かりや

問題について︑パワーポ

紹介その他死刑を巡る諸

えん罪による処刑事例の

年代︑村の懇親

数の参加

し︑妹が請求を引き継い

昭和

ポ午前の ﹁眠る村﹂が上映された︒

を得た︒
当初否認し︑厳しい取調

その後奥西氏は獄死

その前半

勝郎︶

お昼までは恐怖と苦悩︒

千葉

だが︑自白と矛盾する王

ングケアラーの過酷さが

を持つことができないの

るなど自分の自由な時間

学生時代に友人と交流す

このような生活では︑

態とその問題がわかった︒

は︑ヤングケアラーの実

今回の人権シンポで

実態が見えてこなかった︒

れまでヤングケアラーの

︵会員

べを受けて認めたもの

ていた︒

伝わるものだった︒一例

特に沖村さんの話はヤ

んから話を伺った︒

を挙げると家事や母親の

である︒

ラーを知っているだろう

皆さんは︑ヤングケア
うと想定されるような責

いる時に︑本来大人が担

家族にケアを要する人が

ーであった沖村有希子さ

学教授︑元ヤングケアラ

している澁谷智子成蹊大

グケアラーについて研究

消費する︒そのため︑授

環境であり︑体力を相当

が行わなければならない

庭の生活で︑過酷である

どもにとってはそれが家

ただ︑ケアの渦中の子

在に気づき支援できるよ

ない︒彼ら︑彼女らの存

ケアラーはいるかもしれ

私達の身近にもヤング
世話はほとんど全て自分

か︒私は︑人権シンポで

ん︑教員時代にヤングケ

でいきたい︒

例をもとに︑各分割方法

に応じた紛争処理方針及

び実務上の留意点等が紹

質疑応答では︑質問者

介された︒

が扱っている進行中の共

有不動産をめぐる紛争案

件に関する質問もいくつ

かなされ︑会員にとって

ニーズのある研修内容で

あったことが窺われた︒

共有物分割について

は︑民法上は現物分割が

原則とされているもの

の︑実務では柔軟な分割

方法が採用されてきたこ

とから︑令和３年２月２

日開催の法制審議会で決

定された﹁民法・不動産

登記法︵所有者不明土地

関係︶の改正等に関する

要綱案﹂においては︑価

格賠償による分割につい

ても明文化することが検

討されている︒共有物分

割に関する紛争を扱う弁

護士としては︑抜本的な

紛争解決に向けて今後よ

り一層柔軟な対応が求め

られるところである︒

ぐる紛争は相続を原因と

また︑周囲はお手伝いと

する感情的対立を背景と

もないのでお昼は１００

う当会としても取り組ん
歳未満の子

任を負って家族の世話や

員を講師として︑共有物

する事案が多いことか

また︑共有不動産をめ

分割を中心とした不動産

ら︑和解成立後に当事者

日︑野竹秀一会

共有をめぐる紛争処理の

２月

実務に関するＺｏｏｍウ

猛︶

するためには︑食・医療・

工藤

防災といった︑生身の人

︵会員

ベーションや技能が失わ

の協力が得られない可能

して感心はするが︑過酷

れつつあることを踏ま

ェビナーによる研修会が

さに気づかないため︑こ
していること︑アジアが

間を支える産業の基盤を

円の菓子パンだけで終わ

世界経済の中心となって

え︑﹁ 健 全 な 危 機 感 ﹂ が

らせるといった生活をし

いく見通しであるという

続いて︑日本は鉄鋼や

があった︒

の命運を握るという指摘

した金融資本主義︵ヘッ

金融技術革命に伴い発生

た産業資本主義のほか︑

４００年前から続いてき

の資本主義︑すなわち約

インで同時配信もできた

を講じて開催し︑オンラ

ていたが︑感染防止対策

において開催が危ぶまれ

再度の緊急事態宣言下

認した上で︑具体的な事

割に関する基礎知識を確

本研修では︑共有物分

討する必要がある︒

様々な点につき慎重に検

定める必要があるなど︑

性を考慮して和解条項を

現在の経済情勢をどのよ

自動車産業で成長してき

開催された︒

うに認識すべきか︑その

たが︑アメリカのいわゆ
える﹂と題して︑日

がこの

年で減少し︑政

国に関し︑米国のシェア

まず︑日本の貿易相手

おり埋没が加速している

はその何十倍にもなって

るＧＡＦＡＭの時価総額

発生したデジタル資本主

ど︶及びＩＴ革命に伴い

ジファンド︑金融工学な

の在り方としても重要な

における今後の人権活動

ということは︑コロナ禍

とが強調された︒
人権シンポの午後

考察のヒントを提供する

そして︑現代は︑３つ

の 講 演 で は︑﹁ コ ロ

ということであった︒
本総合研究所会長な

義が交錯する中にあるこ

意義があると思われる︒

宙也︶

と︑その中で日本を再生

齋藤

こと︑円安誘導によって

︵会員

国際競争に耐え得るイノ

治的な対立とは裏腹に中
氏にお越しいただい

︵会員

成瀬

翠︶

な内容であった︒

えた非常に実用的

紛争の特色を踏ま

は︑上記のような

経験に基づく解説

数扱う野竹会員の

不動産案件を多
ナを超えて︑世界潮

の関係をどうするかが国

必要との訴えがなされた︒ 作らなければならないこ

アラーの調査をした藤沢

不動産共有をめぐる紛争処理の実務
事実を踏まえ︑アジアと

市議会議員の竹村雅夫さ

とは受けとめていない︒

介護を行う

人権シンポでは︑ヤン

ども達のことをいう︒

業中は爆睡︑お金も時間

この問題を取り上げるま

ヤングケアラーとは︑

研修会

流と日本の針路を考

どを務める寺島実郎

オンライン併用で講演する寺島実郎氏

た︒本講演の趣旨は︑ 国のシェアが大幅に上昇

講師の野竹秀一会員

ことは知らなかった︒

では︑ヤングケアラーの

その実態と問題〜オンラインで開催

﹁ヤングケアラーを支援するために﹂

では名張

部は︑コ

講演する新倉修名誉教授

18

コロナを超えて︑
世界潮流と
日本の針路を考える

共有物分割を中心とした

19

30

30

人権シンポ in かながわ
第８回

（２）
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とテレビ中継を結んで行

中の早い時期から４支部
がないのです︒公式行事

ました︒ところが！出番

任挨拶時に勢いよく書き

おります︒これも︵実の

い試みだったと自負して

った昨年度常議員の先生

じ︑熱心にご参加くださ

支部会館からカメラを通

も会館に足を運び︑また

新型コロナの感染拡大によ

例えば︑藤沢市で

歳の息子

も言うな﹂と言ったというくだ

視される新聞記事ではこぼれて

短く正確に伝えることが最重

りだ︒

判だ︒息子は発達障害で社会に

しまうことが多いこうした点︒

が 歳の父親を殺した事件の裁

適応できず︑引きこもりだった︒

り︑入社３年目の１年間を︑オ
ンライン上での会見や電話取材

父親になじられ︑逆上して刺し

だけではなく︑短い文章

たり︑ただ判決を報じる

い︒司法を担当するにあ

の︑その周囲の人々の思

あった︒被告の︑被害者

こに事件の別の側面が

た相手をかばう心境︒そ

る中︑その死をもたらし

た︒自分の死が迫ってく

ていることがままあっ

そこに人生がにじみ出

に追われている︒これまで事件

面

や事故の被害者や遺族の元に何
度も足を運び︑信頼し
てもらって話をしても
らってきた︒それがで
そのまっただ中の昨

きない状況が心苦しい︒
年末に司法担当になっ
た︒入社直後に警察担
当︑１年間の湘南支局
勤務を担ってきたが︑
やまゆり事件のような
大事件の手伝いを除い

た︒ここまでは似たような事件

いと思う︒

景が伝わるよう取材にあたりた

の中にもその裁判の背
た︒しかも感染対策として傍聴

の記事を読んだことがある︒心

て裁判は未経験だっ
人数が制限され︑傍聴自体も難

横浜支局

︵読売新聞東京本社

よる新型コロナウィルス

馬啓介氏より︑同公庫に

めに現段階で押さえてお

た︒さらに︑事業再生のた

画についての解説があっ

経太︶

に残ったのは︑陳述で︑息子が

感染症特別貸付制度等の

小野寺

逃走したあと︑事態に気づいた

妻に︑死ぬ間際の父親が﹁誰に

しくなった︒それでも何度も法
させられてきた︒

オンラインで開催され

日標記シンポが

た︒当該シンポは例年行

くべきポイントについて

に講演いただいた︒

〜﹂と題して︑３名の方

業立て直しのポイント

直し〜特例リスケ後の事

は︑同協議会に

た︒玉井氏から

する講演があっ

業立て直しの勘所﹂と題

支援事例の紹介および事

議会による特例リスケの

り﹁中小企業再生支援協

括責任者玉井美智男氏よ

企業再生支援協議会の統

い解説があった︒

ンパクトながら判りやす

コロナ特則についてもコ

自然災害ガイドラインの

者保証ガイドライン及び

た︒同会員からは︑経営

て廃業支援の解説があっ

方法による支援﹂と題し

ら﹁事業再生によらない

最後に︑萩原経会員か

密度の濃い解説があった︒

も︑経験に裏付けられた

始めに︑日本政策金融

よる通常の再生

続いて︑神奈川県中小

解説が行われた︒

公庫横浜支店統括課長来

支援手続きの概

ロナ禍の下での事業立て

われており︑今年は﹁コ

２月

廷に足を運び︑いろいろと考え

裁

うという対応をいたしま
はほとんど取り止めとな

ち 克 つ た め に も︑﹁ カ ン

にとりましても︑会内自

てください等︑温かいお

ところ議長の発案で始め

方に敬意を表し︑退任の

75

はあったものと思います︒
もう１つ︑議長として
の重要な任務である︑各
種懇親会における乾杯の

した︒私なりに配慮はし
ってしまい︑私が１年間

二川 裕之

Ｆ議長︑
出番がありませんっ！
議長

たつもりですが︑画面越

で挨拶をしたのはわずか

挨拶に一石を投じると就

しではなかなかコミュニ

ん︵ 泣 ︶︒ ぜ ひ 次 年 度 の

２回しかありませんでし

他方で︑総じて出席率

議長には私の代わりに再

ケーションがとりづら

だき︑若手会員も物怖じ
は好調となり︑７月には

び一石を投じていただき

た︒これでは一石も何も

常議員会議長を１年間
することなく自由闊達な
なんと全員出席！という

たい︒新型コロナ禍に打

く︑議事進行がやりにく

務めさせていただき︑拙
意見交換が相当程度でき
快挙もありました︒今年

あったものではありませ

い議事進行ではありまし
たものと思います︒

い面もありました︒

たが︑おかげさまで何と

時開始としたこと

長期間にわたる新型コ
により遅くとも

度は

か最後までやり切ること
ロナ禍の影響により︑常

と︒
でには概ね終了でき︑こ ﹁カンショウ﹂︵完勝！︶

パイ﹂︵完敗？︶ではなく︑

ができました︒常議員の
議員会においても５月は

時頃ま

皆さんにおかれては積極

れもまた出席を促す効果

治・会内意思形成の重要

声がけをたくさんいただ

ご挨拶とさせていただき

の 側

判
10

開催中止となり︑年度途

１週間前に予定議案がＦ

な場である常議員会に身

常議員を務めさせてい

した︒副議長の役得です︒ た こ と で し た の に ︶︑ メ

き︑とても励みになりま

ールを流す副議長におほ

神奈川県

協 賛 シ ン ポ

的な発言を心掛けていた

今期は︑コロナ禍での
運営で例年とは異なるこ
とも多くありましたが︑
執行部と弁護士会事務局
の創意工夫とみなさまの

ＡＸ通知されつつ資料が

を置くことで︑多くのこ

ただくこと自体が初めて

めの言葉をいただくこと

副議長の役得
飯島 奈津子

ご協力で︑大きなトラブ
ルなく運営できたことに

デジタル提供されます

とを学ばせていただけた

で︑緊張しながら始まっ

また︑第２回以降︑会

副議長

をさせていただきまし

が︑会員のみなさまにも

た︒常議員メンバーへは︑ 感謝しています︒私自身

常議員会の前に情報提供

１年となりました︒

た任期でした︒しかし︑

議後の速報に加え︑会議

ます︒１年間ありがとう

コロナ禍でも悪天候で

されることについては︑

常議員会速報をかなり見

がかなりあり︑役得でご

大変ご好評いただき︑よ

ていただけているため︑

日前に︑予定議案を会員

ざいました︒

ございました︒

多くの先生から︑あれ︑

ＭＬでお知らせする試み

活性化推進月間

14

大変ですよね︑がんばっ

中小企業・小規模企業

17

拶
挨
任
退

45

きの概要や適用

ュール支援手続

ナ特例リスケジ

要及び新型コロ

タイムリーなものであ

治まりつつある今まさに

演の意義は︑コロナ禍が

コロナ後を見据えた本講

通せない状況にあるが︑

未だコロナの終息は見

浩一︶

ポイント︑同制

出田

度を利用するう

︵会員

り︑重要な導きとなった︒

及び資金繰り計

えで必要な業績

講演する玉井美智男氏
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常議員会正副議長

２０２０年度執行部とともに

菊地

哲也

一年間を振り返って
筆頭副会長

折見せるはにかんだ笑顔

をとった︒反則技は︑時

事な勘所で決断し総指揮

長に自由に議論させ︑大

した︒理事者会では副会

市民窓口の改革等を実行

協力を得て災害対策マニ

害対策委員会の全面的な

感染症だけではない︒災

害は新型コロナウイルス

なく︑今後予測される災

く発揮した︒言うまでも

当させて頂いた︒理事者

施行に向けた調整等を担

護士制度の試行継続と本

んでいる精神保健当番弁

関係委員会が鋭意取り組

査などを担当した︒また︑

たちに問いかけてくる︑

わる問題はいつも深く私

報告したい︒人権にまつ

ムを開催できたことをご

月６日︑人権シンポジウ

を担当会として開催︑２

ロイヤー﹂を導入する自

る︑いわゆる﹁スクール

として弁護士を雇用す

でいること︑学校の職員

の構築に向けて取り組ん

国が弁護士との連携体制

対応等の問題について︑

に対する過度な要求への

校における不当要求等の

広がっており︑これが学

クールロイヤーの設置が

かかる認識に基づき︑ス

識が示された︒そして︑

重要であるという問題意

を未然に予防することが

与することによって紛争

まと共に支援し︑応援し

市民会議委員には教育現

校側のニーズに応えてい

報告がなされた︒そこで︑ に弁護士に相談したい学

様々な問題についてすぐ

の活動を支えていること

治体も現れているという

そんな思いを胸に︑この

これからは一会員とし

一年間取り組んだ︒

て︑今年度執行部を皆さ

会きっての﹁凡庸﹂な人
会内には︑実にさまざ

間である︒
まな機関が動き︑日夜そ

ュアルの改訂やＢＣＰの
部担当・総会担当として

策定を行った︒また︑支

小豆澤副会長は︑オン
も奔走した︒自身のこと

である︒
条照会へ

の道を開くなどした︒ま
を﹁ハンソロ﹂と名乗り︑

これに対して市民会議

るという説明がなされた︒

ラインによる
た︑志をもって取り組ま

場において期待される弁

委員からは︑早期に対応

護士の役割について意見

一年間支えて下さった

をいただきたいというテ

てゆきたい︒

皆さまに︑感謝の辞に代

末尾となるが︑新型コ
ロナウイルス感染症への

を特筆しておきたい︒

筆者は︑筆頭副会長と

い︒

人権救済事件の勧告の発

夜のメールはちょっと怖

らあたたかなフォローが

れている人権部門の担当
ルス感染症のパンデミッ

ならなかったという学校

私たち執行部はオール

事故等の事案があるの

できていれば裁判などに

続いて関連する子ども

で︑スクールロイヤー制

ーマが示された︒

の権利委員会︑民事介入

度をさらに拡充して欲し

えて︒

暴力対策委員会から︑従

いうテーマについては︑

﹁当会の広報活動﹂と

とされた︒

︵広報委員会副委員長

い︒

員会にご一報いただきた

議題があればぜひ広報委

会等で取り扱ってほしい

日︑関弁連定期大会

前は学校事故が発生した

対策を十分講じながら９

﹁学校問題への弁護士

市民会議は年に２回程

いなどの意見が出された︒

月

の関わり﹂のテーマにつ

場合における事後的な弁

して市民窓口や︑適正化

今回は︑当会執行部の

護士の活動が中心であっ

対策室等の協力を得て調

意 見 に 基 づ き︑﹁ 当 会 の

いては︑まず当会執行部

当会広報委員会から︑当

有益と思われない当たり

解な専門用語や必ずしも

いる一般市民にとって難

いて︑困りごとを抱えて

ムページの掲載内容につ

い︑できるようになって

来年こそは花見がした

が︑恐らく今年も難しい︒

から﹂と花見を自粛した

去 年 は︑﹁ 来 年 が あ る

開かれていた︒

連なり︑そこら中で宴が

る︒見頃になると屋台が

近所に桜の名所があ

堀口 憲治郎︶

会の広報活動の中心がホ

度開催されている︒委員

から︑学校におけるいじ

リの効いた語り口で議論

コロナ禍のなか︑関わる

広報活動﹂︑﹁学校問題へ

出等に尽力した︒メリハ

すべての人の安全を確保

の 弁 護 士 の 関 わ り ﹂︑ と

あったことだ︒助け合う

就任早々さまざまな対
剱持会長は︑前例にと

しながら︑法律相談をど

たが︑早期に弁護士が関

ということの意味を改め

応に追われることにな
らわれない会務の合理化

のように維持してゆくの

め︑体罰︑保護者の学校

クを宣言した︒その後︑

２０２０年度︑新型コ
り︑行き届かないところ
を図るという方針をと

いう二つのテーマが議題

第２波︑第３波と︑予測

のにどこか昭和レトロな

るフリという技も見せる︒

をリードする︒他方︑関係

佐藤副会長は︑精緻な

て感じる一年間でもあっ
私たち２０２０年度執

論理を遺憾なく発揮し︑

どおり感染症の波は繰り

行部は表舞台に立つこと

雰囲気を醸し出してしま

はほとんどなかったの

しない議案では聞いてい

わたる緊急事態宣言を経

た︒

験する年度となった︒

ロナウイルスの感染拡大
も多々あったと思う︒有
り︑行事や会議の整理︑

のの︑
どちらかと言えば︑ 染者を増大させ︑二度に

使い古されたモノに安心

等により困難に直面する
り難かったのは関係する

理事者会の議論に深さを

一年となった︒２０２０
皆さま︑会員︑事務局か

ームページを通じて行わ
れているが︑当会の社会
的認知度を高める点では
あまり成果が得られてい
ないという問題点が示さ
れた︒
これに対して︑市民会

おいて２０２０年度第１

議委員からは︑当会ホー

回目の市民会議が開かれ

動に対して弁護士会外部

市民会議は︑当会の活

どのような情報を提供し

て︑どのような対象に︑

ターなどのＳＮＳについ

れるという意見︑ツイッ

障りのない情報が散見さ

る︒

古西

越川

山口

達夫

純哉

陽

欲しい︑と強く願ってい

評があり︑会館の未来を

取 る︒ 誰 か ら も﹁ 完 璧 ﹂

の市民の皆様から率直な

たいのかが明確ではない

渡邊さち穂

者

千歳

記

という意見などをいただ

博信

いた︒
ている︒

という目的で︑開催され

奥園龍太郎

に見える︒しかし︑財布

ご意見を伺い︑それを当

デスク
を落としてしまうおちゃ

会の今後の活動に活かす
策に関する手腕を遺憾な

畑中副会長は︑災害対

参照︶︒

めさもある︵本紙２月号

日︑当会会館に
見すえ︑検討のための布

するどい突っ込みには定

石を打った︒時々︑シニ

計業務をこなしてきた︒

当として複雑で膨大な会

吉田副会長は︑会計担

煙のため時折いなくなる︒

実直の人である︒が︑喫

子奮迅の活躍であった︒

各所との調整も含めて獅

はたくさんあった︒関係

かなど︑考慮すべきこと

端とともにご紹介したい︒ 与え続けてくれた︒特に︑

年３月 日︑ＷＨＯは世

で︑その横顔を活動の一

感を覚えてしまう︒

返し国内を襲い︑都度感

s

う︒懐古主義ではないも

60
界を襲う新型コロナウイ

山手のイギリス館にて

25

た︒

〜外部からの市民目線〜

生まれ︑隠している

として数多の会長声明や

23

カルなジョークで笑いも

２月

市民会議
24

11

（４）
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