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賀詞交換会・新年宴会・新入会員歓迎会開催予定
◇賀詞交換会 日時 ２０２２年１月 日︵火︶ 時 分〜
会場 ロイヤルホールヨコハマ
◇新年宴会・新入会員歓迎会
日時 ２０２２年１月 日︵火︶ 時 分〜
会場 ロイヤルホールヨコハマ
＊新型コロナウイルスの感染状況により︑
変更となる場合がございます︒
予めご了承下さい︒
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託条項を深く理解する必
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る︒単に信託条項を起案
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れた信託契約について紛
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宅周辺でゆっくりと過ご

す生活にも限界があり︑

屋外レジャーならと︑週
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わされ︑両国の成年後見
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セミナーが開催された︒

を深めることが国際交流

銀行の成年後見・民事信

の権利に関する委員会の

を記念して︑執筆に関わ
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目に開催している交流サ

開設を担う金融機関の視

のクォン・ヒョンジョン

いう手応えを味わえるこ

の文例委員会に所属する

両弁護士会の国際交流委

ッカー大会も２年連続の

ともあって︑続いている
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であれ︑両会の意義深い
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知り︑目的規定の訴訟に
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神奈川県弁護士会新聞
２ ０ ２ １ 年 １ ２ 月 号（ 第 ４ ０ ７ 号 ）
（１）

れ︑遠く北海道

月末に横浜を離

﹁かなパブ﹂へ新米弁

ある９月から赴任した︒

めに︑任期の２か月前で

前任者からの引継ぎのた

しかしながら︑私が頼り

不安が勝る状態である︒

立ちの嬉しさ︵？︶より

ということもあり︑独り

足りない中での独り立ち

まだまだ知識・経験が

いる︒

積極的に話すようにして

継ぎの方針等について︑

強・調査したうえで︑引

らないことがあれば勉

きるだけ記録を読み︑知

けではないが︑事前にで

そこで︑虚勢を張るわ

には︑腹痛が我慢できな

所した︒しかし︑昼過ぎ

するのが嫌で無理して出

の管理能力のなさが露呈

体調不良というのも自身

感があった︒赴任早々︑

朝からお腹に若干の違和

こととなった︒入院当日︑

ない︒

うのは︑昔も今も変わら

様々なことを教えるとい

の講評を通じて修習生に

修習生に起案をさせ︑そ

記録を基に丸一日掛けて

弁起案﹂である︒修習用

き く 変 わ っ た の が︑﹁ 刑

法修習と現在とで最も大

刑弁科目のうち昔の司

修習生は︑その先の公判

うになったことである︒

定弁論﹂を起案させるよ

を使い︑それを基に﹁想

持ち記録に相当する記録

続終了直前の弁護人の手

し︑現在は公判前整理手

を起案させていたのに対

れる事件を思い浮かべて

ある︒１回結審が予想さ

護人が行っていたことで

とではなく︑従来から弁

の作成は︑何も特別なこ

る契機となる︒

か︑といったことを考え

そ れ を 基 に﹁ 弁 論 要 旨 ﹂ ければならない事実は何

パブ﹂ひ

た﹁かな

へ輩出し

方を地方

秀な先輩

多くの優

務に励んでいきたい︒

えることがないように執

ができている︒環境に甘

まれた環境で過ごすこと

熱心であることから︑恵

た新人の事務員も非常に

で一緒に働くことになっ

私が赴任するタイミング

る︒また︑ 者は非常に親切であり︑

ことになった︒

らし︑年明けに手術する

た︒とりあえず︑薬で散

診断され︑即入院となっ

介してもらい︑虫垂炎と

で︑外科のある病院を紹

の疑いがあるということ

内科に行ったが︑虫垂炎

ル起案２回のみである︒

と︑最後の集合修習のフ

入修習のハーフ起案１回

行われていたが︑今は導

習・後期修習で３回ずつ

修習生だった頃は前期修

﹁ 刑 弁 起 案 ﹂ は︑ 私 が

は﹁最終弁論﹂よりも前

来︑弁護人の活動の中心

を起案させる理由は︑本

を起案することになる︒

それを踏まえて事前に弁

人質問の結果を予想し︑

い わ ば 弁 論 の﹁ 予 定 稿 ﹂ 思うが︑そのような事件

での証拠調べを想定し︑

論要旨を書いたり︑弁論

もらえば分かりやすいと

このような﹁想定弁論﹂

や被告人質問で獲得しな

留萌市に所在す
護士として︑入所したの
ないように映れば︑依頼

くなり︑病院に行くこと

いては神

材料︵事実・証拠︶を点

要旨を考えながら必要な

このような﹁想定弁論﹂ は情状証人の尋問や被告

にあるということにあ

﹁想定弁論﹂の起案は︑

る︒﹁ 最 終 弁 論 ﹂ は そ の

実際の弁護人の弁護活動

そして︑最も大きな変
このように︑若干のト

や被告人質問も終了した

は︑﹁求める結論＝判決﹂

現在の修習では︑この

から逆算して﹁そのため

ような﹁想定弁論﹂の起

を擬似体験させるには適

早い段階から﹁想定弁

案とその講評が指導の柱

にはどのような主張︵弁

論﹂を作成しておくこと

となっている︒次回から

した方法であり︑実際の

は︑自分の主張に説得力

は﹁想定弁論﹂について

修習生の起案を見ても︑

があるのかを検討する機

論︶が必要か﹂を考え︑

会になるとともに︑その

更に遡って﹁そのために

化が︑かつては証人尋問
ラブルはあったが︑体調

頁 ︶ 日本人乗客

では︑これまでも弁護人

奈川県弁

にも留意しながら執務に

で︑船長の刑事責任を裁

概ね公判の証拠調べの想

検し︑不足があれば更な

と言いながらも︑張り

く陪審裁判が開廷され

もう少し具体的に見てい

定は適切にできていると

る立証を準備・検討して

切って赴任した直後︑虫

る福原直道が治罪法を担

亡した︒横浜法律学校が

主張を支える証拠・事実

くこととしたい︒

はどのような事実・証拠

事件における弁護活動の

護士会の

当 し た︵ 会 史 上 巻

設立されてから半年後の

は十分か︑後の証人尋問

が必要か﹂を考える必要

最終到達点であるが︑そ
沽券にか

励んでいきたい︒

制︱近代日本の司法権と

が︑福原は︑陪審制度が

なく︑東京からも裁判官︑

た︒わが国で行われた初

検事︑新聞記者らが多数

いうのが実感であった︒

いたはずである︒

垂炎で１週間程入院する

政 治 ﹂︵ 東 京 大 学 出 版 会

削除された経過や露木事

めての本格的な陪審裁判
尾 彦 作︵ 昭 和 ７ 年 会 長 ︶ 本が問えないことへの非

がある︒

こで有効な弁論を行うに
かわる︒

平等条約改正のためにも

２００１年︶は︑井上の

ことだった︒

だ︒地元の代言人だけで

俊明

ボアソナードは︑陪審制

陪審制度反対論と︑これ

世論は憤激し︑とりわ

間部

横浜法律学
の導入が必要と考えてい

件について学生にどう教

け︑船長の刑事責任を日

横浜にあるイギリス領

校は︑治罪法
た︒太政大臣三条実美に

えていたのだろうか︒講

脱出して助かった反面︑

をどのように

に対するボアソナードの

義を聴いていたはずの赤

事館︵現横浜開港資料館︶

教えていたの

提出された治罪法審査修

反論を詳しく紹介してい

名全員が死

だろうか︒

る︒今でいう消費者被害

に尋ねてみたいくらいだ︒ 難が高まった︒会史上巻

頁は︑横浜法律学校が︑ 傍聴にかけつけた︒

に苦しむ農民らが貸企業

横浜法律学校について
ところが︑その約１か

この事件後︑政府は不

れた︒ボアソ

平等条約解消に動いてい

治罪法原案に規定されて

研究会を聞いて︑不平等
月後︑元老院会議に下付

条約のもとでも船長の刑
された法案からは︑陪審

号事件での奮闘ぶりも欠

ナードが起草

日︑横浜港を出航した

年

い渡され︑執行されたが︑ 語るなら︑ノルマントン

した治罪法案

かせない︒明治

く︒横浜法律学校は︑ノ

いた陪審でこの事件を裁

事責任を問うべきである
規定は一掃されていた︒

いたとしたらどういう判

月

には︑重罪事

決になっていただろうか︒ 英国籍貨客船ノルマント

ている︒

ろう︒

ルマントン号事件の最前

太政官大書記官井上毅が

人が

ン号は︑紀伊半島南端で
沈没したが︑船員

ることを決議したと書い

線で頑張ったと言えるだ

陪審制導入に反対したか

法省法学校の卒業生であ

横浜法律学校では︑司

民事責任を負うべきであ

件には陪審制

は被告人全員に死刑が言

者を殺害した露木事件で
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こと︑船長及び船主は︑
度を適用する

っていた︒

よって行われることにな

３名のほか︑陪審

名に

創立１５０年会史編纂ＷＴ 会員

その２

正案では重罪裁判は判事

年に制

治罪法は︑
明治

結審直前の記録を与え︑

る留萌ひまわり
が令和２年１月というこ

となった︒事務所近くの

る︒

基金法律事務所
ともあり︑約１年半で︑
このように不安な面も

月１日からであるが︑

で執務に励んで

あるが︑幸いにも︑前任

私は︑本年８

いる︒
不安であ

者はもちろん︑前任者も

病室からの留萌

横浜法律学校とは何であったか

正式な任期は
独り立ちということにな

11

らである︒三谷太一郎著

年に施行さ

定され︑明治

79

10

妹尾 孝之

会員

旭川弁護士会 会員 松嶋 佳史

ことが規定さ

23

19

38

刑弁教官室最終合議の際の筆者

10

その１

―想定弁論
「刑弁起案」

法律事務所での
引継ぎについて
13

れていた︒不 ﹁ 政 治 制 度 と し て の 陪 審

89

15

〜20年目の司法修習〜
刑事弁護修習の最前線

ブ最前線
パ
な
か
留萌ひまわり基金
司法から見た神奈川の150年 第６回

（２）
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は︑人権擁護委員会と男

今年度の倫理研修で
１８年度に当会で実施し

れた︒研修内容は︑２０
務所での採用面接にあた

事例検討では︑法律事

があることに驚いたとの
感想が多々あった︒

は？﹂などの質問をする
研修を受ける必要がある

と し て︑﹁ ハ ラ ス メ ン ト

本研修についての感想

ことの問題点・改善策に

り︑﹁ 結 婚・ 出 産 の 予 定

ト結果を踏まえた︑事例

たハラスメントアンケー
検討とアンケート結果の

女共同参画推進本部から
の 申 し 入 れ に よ り︑
﹁ハ

する意識が低いため受講

ラスメント防止について

の必要性に気付けないか

人は︑ハラスメントに関

ス弁っぽい本音ベースの
ら︑今後も必修研修とし

ついて︑講師２人が︑﹁ボ
弁護士﹂と﹁セクハラに
て行う必要があると思

報告であった︒

ついて理解の深い弁護
う﹂との声が複数見られ

の研修﹂が初めて実施さ

士﹂という設定で︑対話

が︑内容としては参考に

賛否両論の反応であった

複数あり︑来年度以降の

を聞きたかったとの声も

もっとたくさんの具体例

内容全般については︑

たことは印象深い︒

形式での解説を行った︒
対話という点は︑講師

なった︑わかりやすくて

改善策としたい︒

の演技力の問題か︵笑︶︑

よかった︑などの感想を

当会として初めての取
組であったが︑多くの受

らのＤＶに苦しんでいたとのこ

を抱えたままです︒会員のみな

のではないか︒長らくもやもや

こ
と︒一度は離婚したものの︑体

さんはどう思われるでしょう

理事者室

よ

く必要性を強く感じた研

窓口の周知徹底をしてい

ハラスメント防止︑相談

私もそう思っていた︒し

ね﹂とよく尋ねられる︒

の仕事はできないですよ

﹁副会長になると自分

ウム等への出席︒十分自

分の仕事を行う時間はあ

る︒そうだとすれば︑副

会長をやらない理由はな

い！

副会長の楽しさは︑７

月 号﹁ 理 事 者 室 だ よ り ﹂

で述べたが︑その思いは︑

半年経った今でも変わら

ない︒いろいろな人と出

から午後５時頃まで︶
︑

て知見を深めることがで

かった様々な事柄につい

士会の仕組みや関心のな

秀昭

②常議員会出席︵月１回

井澤

会い︑人とのつながり︑

そのありがたさを実感で

午後２時から午後５時頃

きる︒できればもう１年

きる︒知らなかった弁護

ま で ︶︑ ③ 日 直 当 番︵ 弁

副会長をやりたいくらい

出 席︵ リ モ ー ト 参 加 も

ら︶
︑④担当委員会への

に若い期の会員の皆様に

手を挙げてください︒特

機会があったら積極的に

皆様︑副会長をやれる

である︒

可︶
︑⑤その他時々電話

はお薦めである︒その経

午後か

護士会にて各種決裁や電

掛けや担当委員会に関す

話掛け︒週１回

る事務処理である︒

なく分かってい

時

間の業務は︑①理事者会

た︒しかし︑蓋を開けて

ならないものと思ってい

護士会館に行かなければ

の総会︑大会︑シンポジ

関弁連︑関東十県会関係

明したのである︒これで

に映っていないことが判

を挙げても︑それが画面

因なのか︑支部会館で手

と間違いなし！

かなものにしてくれるこ

これらのほか︑日弁連︑ 験が皆様の人生をより豊

たつもりではあ

みると︑現在は︑支部会

は︑議題に対する意見が

った︒

午前

しかし︑実際

館での出席でも構わない

反映されないのでは⁝と

出席︵週１回

に常議員会に出

とのことであった︒

く動かしながら︑何とか

そこで︑私は︑ 月に

行われた常議員会に︑川

弁護士会に関連

するあらゆる事

画面に映るように工夫を

の重要さを感じ

改めて常議員会

ことが分かり︑

報告されている

できると思い︑テレビ会

常議員会に問題なく出席

で業務を行っていても︑

ならば︑直前まで事務所

事務所から近い！これ

少なくなってきた︒これ

常議員会の任期も残り

感した瞬間であった︒

テレビ会議の難しさを実

まった︒思わぬところで

せざるを得なくなってし

崎支部の会館から参加す

た︒毎回常議員会に出席

した︒カメラの角度が原

まった矢先︑問題が発生

そして︑常議員会が始

と︑と焦るばかりである︒

一度くらいは発言しない

議のいずれであっても︑

いので︑現地・テレビ会

員会に出席するには︑当

でしまった︒

然︑日本大通りにある弁

ところで︑私は︑常議

は奥が深い︒

まで全く発言をしていな

なことを行うのかは何と

たので︑そこでどのよう

ら話を聞いたことがあっ

同期や川崎支部の会員か

議最高！と心の中で叫ん

挙げられ︑また︑ ることとした︒

柄が議題として

不安に思い︑身体を上手

席してみると︑

副会長の一般的な１週

かし︑そうではない︒

副会長

副会長やってみよう！

だ

た︒常議員会については︑ して思うこと︑弁護士会

初めて常議員になっ

修であった︒

ただけたと思う︒今後も︑

ることの意義を認めてい

アンケート結果報告に

いただいた︒

状況に﹁同情の余地はある﹂と

講者から︑倫理研修でハ

た︒終盤の被告人質問では︑辛

しつつも︑犯意の強固さなどを

ラスメント研修を実施す

司法担当記者になって約半
うじて小声で﹁分からない﹂と

踏まえて懲役８年となりました︒

ついては︑当会内でこれ

年︑みなさまのお力添えを頂き
応じたり︑首を振ったりする場

だけのハラスメント被害

ながら様々な裁判を取材してき

歳からの

調を崩した元夫を引き取って再

か︒機会があれば︑ご意見を伺
ってみたいです︒

婚︒
事件までの

こもって入浴や歯磨きもしなか

香乃子︶

年間︑夫は引き

来ることがあった

者としてもっと出

すのか︒私にも記

いで刑務所で過ご

８年間をどんな思

まま︑

で語ることがない

関係について法廷

た︒事件や夫との

うにさえ見えまし

で︑拘禁反応のよ

は明らかに不自然

廷での被告の様子

れば︑当然の結果です︒ただ法

被告の犯した罪の重さを考え

面がありました︒

か

弁護側によれば︑被告は夫か

ました︒その中で︑どうしても
忘れられないケースについて書
きたいと思います︒
概要は次のとお
りです︒被告の
歳女性は︑自宅で
夫の首をのこぎり
で切りつけるなど
して殺害した罪に
問われていました︒
弁護側は事実を争
わず︑情状酌量を
求めていました︒
気になったの
が︑被告の法廷で
の様子です︒ぐったりと首をも
たげ︑
額や机を手でたたいたり︑
足を踏み鳴らしたりと終始落ち
着かない様子︒裁判長が話しか
けても不規則行動は変わらず︑

土屋

︵朝日新聞記者

10

10

会員 熊澤 美香
76

り
テレビ会議の様子

倫理研修を担当した熊澤美香会員と鈴木兼一郎会員

ったそうです︒判決はこうした

会員 水町 洋介（新64期）

ハラスメント防止研修
はじめました！
退廷を命じられた日もありまし

17

テレビ会議の
恩恵と難しさ
常議員会
の い ま

れ

76

の
良かった
で
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のニチベンの日常

日・

月

日︑岡山市におい

のだが︑本年は︑

会員
２日目の大会では︑５

た︒

隆爾

翌日は︑天空の城と呼

変だったが︑見応えがあ

中︑囲碁クラブもご多分

世の中のコロナ騒ぎの

る︒２０１３年頃からメ

用いていることで知られ

グーグル社が社内研修に

マインドフルネスは米

と﹂であるといった説明

りのまま五感で感じるこ

を向け︑決めつけず︑あ

味は﹁今この瞬間に意識

らきていること︑その意

もとは仏教の観察瞑想か

ンドフルネス瞑想を体験

座って呼吸を感じるマイ

フルネス瞑想と︑椅子に

じるという音のマインド

てくる音に意識を向け感

加者は目を閉じ︑聞こえ

続いて実践編では︑参

が組まれたことでちょっ

とを無自覚で体験してい

ネス状態を︑目の前のこ

その後︑マインドフル

り︑イライラしたり︑不

そして最後に︑講師よ

り︑会員の心のケアに対

南公成６段︵

期︶であ

期︶と吉
る︒

水裕貴３段︵

人２人を見いだした︒木

いる中で︑なんと有望新

まうのか⁝と気をもんで

もこのままポシャってし

い︒弁護士会囲碁クラブ

界に押されて芳しくな

藤井聡太﹂を擁する将棋

は︑
残念ながら︑﹁天才！

囲碁を取り巻く状況

始である︒

除され︑そろりと活動開

うやく緊急事態宣言も解

であった︒ここにきてよ

ったくもって低調な２年

に漏れず活動自粛で︑ま

り︑歴史に思いを馳せた︒
その他︑備中高松城や吉
備津神社にも赴いたし︑
数々の銅像にも会いに行
った︒出張の際にいかに
見聞を広めるかは︑大変
重要な個人的テーマなの

ディアで取り上げられる

がなされた︒

気がしたのであった︒

少し果たせて︑心満ちた

肴を楽しむことができた︒ であり︑ようやくそれを

畑中

岡山にて人権と歴史を考える

日弁連における最大の
イベントは人権擁護大会
ばれる備中松山城へと足

て︑感染症に注意しなが
本もの決議・宣言が審議・

である︒各種人権課題に
ら︑無事に開催すること

を延ばした︒行くのも大

ができた︒
私にとっても︑ 齢社会における消費者の

採択された︒私は︑超高

ついての調査・研究の成

な終幕に安堵した︒おか

をしたこともあり︑無事

に詰め︑なかなかの苦労

た︒当日もバックヤード

て︑準備段階から関わっ

現を目指す宣言につい

して持続可能な社会の実

決議と︑気候危機を回避

安心安全な生活に関する

果を発表し︑今後に向け

初日の３つのシンポジ

日弁連事務次長になって

ウムでは︑精神科医療の

ての提言や決意を表明す

である︒全国各地で行う
問題︑高齢者の消費者被

からようやく訪れた出張

ことにより︑日弁連とし
害の問題︑地域行政の問

の機会となった︒

ての活動を各地にあまね
題について︑いずれもオ

る︒まさに人権擁護団体

14

としての神髄の発揮の場

く浸透させるという意味
ンラインを駆使して充実

ようになり︑日本では２

げで心置きなく岡山の酒

０１５年にＮＨＫで特集
としたブームになってい

安になったときのストレ

した︒
るようである︒今では心

る状態︵オートパイロッ

する関心の高さがうかが

さっそく︑我が会の若

期 ︶︑ № ２ 榎 本 吾 郎 ６ 段

手№１稲垣孝宣６段︵

︵ 期︶︑そして私と同じ

期 ︶ を お 招 き し て︑

手合いの佐藤利行３段

︵

６人でささやかだが緊急

事態宣言解除後初めてと

なる囲碁会を開催した︒

久しぶりの対面の対局

は︑やっぱり楽しい︒今

回は稲垣・榎本両６段が

先輩の貫禄を示した結果

は幹事の三浦まで連絡を

ください︒クラブ活動終

三浦

修︶

了後の飲み会セットで大

歓迎します︒

︵会員

子供がヒキガエルを捕

つぶらな瞳が家族を魅

まえてきた︒

了し︑皆の人気者である︒

真冬が近づいてきてい

やるべきか︒

自然の環境と餌に困ら

ない我が家の軒先のどち

非常に悩んでいる︒

和孝

雄一郎

早川

西

慶子

者

デスク

中嶌

記

クラブの今後の活躍にお

健二

大

大輔

友深

高橋

菅沼

田淵

また初心者向けの入門

指導もしているので︑少

しでも興味を持たれた方

小川

おいに注目してください︒

会員のみなさん！囲碁

である︒

来年の全国大会が楽しみ

と大いに盛り上がった︒

ッ ク 優 勝 も い け る ぞ！﹂ らが快適なのだろうか︒

法曹囲碁大会Ａ・Ｂアベ

１７年以来２度目の全国

間 違 い な く 強 い︒﹁ ２ ０

になったが︑新人二人は︑ るが︑はたして逃がして

68

もある︒
昨年は残念ながらコロ

日︑標記研修会

した報告や議論がなされ

月
が当会会館とオンライン
のハイブリッドにて開催
された︒講師はＭｉｎｄ
Ｎｅｔｗｏｒｋ代

ｆｕｌｎｅｓｓ ＆ Ｙｏ
ｇａ
表︑日本マインドフルネ
ス学会理事の山口伊久子
氏︒今回の研修では︑マ
インドフルネスのストレ

理療法や社員研修︑スポ

繰り返し行うことの提案

とり︑思考や感情に巻き

65

61

10

スケアを中心に講義と軽

と︑仕事や日常生活への

スケアとして︑マインド
ド︶と対比させ︑出来事

取り入れ例が紹介され︑

フルネストレーニングを
をありのまま受けとめる

質疑応答を経て研修は終

ト状態︶や目的に向かう
年院等の矯正

ことで︵マインドフルネ

了した︒参加者は会場８

モード︵Ｄｏｉｎｇモー
施設の再発防

ス 状 態 ︶︑ 自 分 の 捉 え 方

ーニング︑少

止研修等に用

のクセやネガティブな自

ーツ選手のメンタルトレ

いられるなど

名︑オンライン
込まれずに平静な心で対

衝立で感染予防はバッチリ

25

い実践が行われた︒

の広がりを見

動操縦モードから距離を

名であ
せているとい
講義では︑

︵会員 野口

われた︒

う︒

処できるとの効用が紹介

71 72

15

10

ナ禍のため中止となった

知る／活かす

研修会

された︒

備中松山城天守閣前にて

真寿実︶

まずマインド

講演する山口伊久子氏

フルネスが︑

39

Ｈ次長

マインドフルネスを

（４）
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囲碁クラブ

始動！

