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（１）

相模原支部に合議制の導入を求める決議
臨時総会開催

３月２日︑神奈川県民ホールにおいて︑臨時
総会が開催された︒
開会に先立ち︑司法研修所で民事弁護教官を
務めた安達信会員及び︑刑事弁護教官を務めた
妹尾孝之会員からそれぞれ活動報告がなされ
た︒続いて二川裕之会長︵当時︶から︑開会宣

万円程度との

賛成の立場から︑複数

担︑会長業務の負担等に

日弁連理事業務の負

会委員及び予備委員選任

第７号議案︵綱紀委員

致で可決承認された︒

の件︶

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

会長から︑閉会の挨拶が

のロゴマークです︒

任期が満了する綱紀委

日付会長談話についての

なされ︑その後︑２月

つき︑それぞれの後任を

中間報告が行われ︑臨時

︵会員

西

山山 ゆ り

多肉植物というものを

ご存知だろうか︒実家の

母が最近はまっていると

いう▼いわゆるサボテン

のことかと思ったが︑調

べてみると︑多肉植物と

は葉や茎︑根に水分を蓄

える性質を持つ植物の総

称で︑サボテン以外にも

その数は１万種を超える

雄一郎︶ たくさんの種類があり︑

総会は閉会した︒

選任するもの︒

全会一致で可決承認さ
れた︒

全議案の決議終了後︑

とのこと︒育てやすいも

のが多く︑手頃な値段と

いうこともあり︑近年ブ

ームになっているらしい

が採決を取ることを想定

テレビ画面を通じて会長

た会員に対する活動費の

士連合会副会長に就任し

規第四十七号︶一部改正

推薦等に関する会規︵会

弁護士会刑事弁護人等の

第５号議案︵神奈川県

数の制限︑着

消毒︑参加人

口での検温・

体的には︑入

各出席者の意識が会の開

流・会話が減ったことで︑ なぷっくりした葉が連な

▼送られてきた写真に

き︑会の指定した会場か
していること︑総会は支

支給等に関する暫定措置

新理事者就任披露懇親会

３年ぶりの

担について現職理事から
第３号議案は︑圧倒的

の意見も出された︒
多数の賛成により可決承
第４号議案は︑全会一

認された︒

員会委員及び予備委員に

時 ２０２２年６月７日︵火︶
所 神奈川県民ホール︵小ホール︶︵予定︶

通常総会開催︵予定︶のお知らせ
日
場

され︑年

選挙管理委員会の人数
ついての質問がなされる

題があるため事実上は難
第３号議案︵会長・副

字句修正の上︑全会一

を追加し︑また立候補届

とともに︑日弁連理事負

の意見が出された︒

出場所として支部会館も
可能とするもの︒
質問や意見等は出ず︑
全会一致で可決承認され

第１号議案︵神奈川県
しいとの回答がなされた︒

た︒

弁護士会会則一部改正の
会長の報酬に関する会規

問がなされ︑常議員会は ︵ 会 規 第 五 十 九 号 ︶ 一 部

らオンラインで出席を認
部会員または執行部が各

裁判所相模原支部に合議

すら断絶する

隣席との会話

保︑さらには

スタンスの確

座席間のディ

動原則禁止︑

自席からの移

席スタイル︑

ドを出席者全員で共有す

では微笑ましいエピソー

し︑髙岡執行部への激励

温かい慰労の言葉に感動

れ︑二川執行部に対する

の圧倒的な歌声に聞き惚

出席者全員でオペラ歌手

に集中したことである︒

始から終了まで常に壇上

それは出席者同士の交

ような大きな

ることができた︒

立食スタイルにおける

アクリル板を

設置し︑感染

各出席者同士の懇談が生

一体感があり﹁演者﹂に

があるが︑今回のような

と植木鉢からはみ出した

り︑成長して茎が伸びる

ズ姫は︑秋には紅葉した

分けてもらった︒ブロン

姫という種類の株を少し

い▼私も母からブロンズ

憂ぶりがまた楽しいらし

するそうで︑その一喜一

れかけたりすると大騒ぎ

て購入した多肉植物が枯

も多いそうだが︑奮発し

ョンを動画で披露する人

ト時代︑自分のコレクシ

ンしたくなる▼このネッ

ある︒確かにコレクショ

うと︑それぞれに個性が

ービーンズのお菓子のよ

のよう︑あるものはゼリ

る︒あるものはバラの花

った植物が植わってい

一つ一つに緑や赤の小さ

鉢がズラリと並べられ︑

は︑手の平サイズの植木

めるもの︒指定会場は支
会場にて採決を取ること

制の導入を求める決議の

なメリットがあった︒

部会館を想定していると

会 規︵ 会 規 第 三 十 九 号 ︶ の件︶

致で可決承認された︒

の説明がなされた︒
を検討しているが未定で

少年法改正に合わせ︑用

第４号議案︵日本弁護

将来的に各会員の事務

この両議案は︑関連す

が指摘されたが︑社会保

件︶

第６号議案︵横浜地方

た︒

全会一致で可決承認され

質問︑意見は特になく︑

語の明確化を行うもの︒
なされた︒

るとしてまとめて説明が

成人年齢引下げに伴う

一部改正の件︶

第２号議案︵神奈川県

れた︒

全会一致で可決承認さ

これに対し︑理論上は可
能だが︑秘密保持等の問

会長・副会長報酬に関
し︑年金事務所から社会

険の対象となると︑国民

保険の対象となる可能性

年金基金に加入していた

症に対して万

また︑プログラムも新

集中するスタイルは今後

横浜地方裁判所相模原

旧執行部ゆかりの会員か

場合に脱退を余儀なくさ

らの挨拶や︑オペラ歌手

み出す喧噪は独自の良さ

各来賓から二川前執行

全の対策がとられた︒
法務大臣︑最高裁判所︑

の新理事者披露懇親会の

支部に合議制導入を求め

横浜地方裁判所に決議を

による歌唱といった例年

る決議であり︑総理大臣︑ 任披露懇親会が開催され
ただし︑不利益の程度

部への慰労及び髙岡新執

新しい選択肢となり得る

れ︑将来の年金額の減少

は個人の状況により異な

伝達する予定であること

感染対策を字面だけで

と異なるものとなった︒

た︒
る︒そこで︑会長の報酬

行部への祝辞を頂戴し︑

のではないか︒
髙岡俊之会長による所信

な門出を出席者全員で祝

る会で髙岡執行部の新た

合議制導入の設置権者

が説明された︒

ったかのように思われる

︵小川

友深︶

ているところである︒

ズ姫の観察を楽しみにし

るらしい▼今後のブロン

このような一体感のあ ﹁ 暴 れ ブ ロ ン ズ 姫 ﹂ に な

かもしれないが︑実際に

見ると大層窮屈な会であ

についての質問がなさ

今回はコロナ禍の影響

表明演説がなされた︒

ことが多い日弁連理事に

により３年ぶりの開催で

えたことを嬉しく思う︒

れ︑横浜地方裁判所の裁

出席してみるとその窮屈

健太郎︶

さを補って余りある大き ︵会員

須須木

あり︑その開催形式は従
れた︒

来と大きく異なった︒具

判官会議の決定によるも

ものと説明された︒
想定した最大の年金減
少幅についての質問がな

のであるとの回答がなさ

対する報酬の新設を行う

合わせて会長が兼務する

の不利益が生じる︒

所信表明する髙岡執行部

受領を選択制に改正し︑

４月１日︑新理事者就

あることが説明された︒

改正の件︶

16

所等を指定することが可

総会及び常議員会につ

件︶

20

第十九号︶一部改正の件︶ 回答がなされた︒

弁護士会選挙規程︵会規

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

採決の方法に対する質

言及び挨拶がなされた︒

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

能かとの質問がなされ︑

議案についての質問に答える二川会長（当時）

お世話になります︒
期の島崎友樹です︒本年
度第１回常議員会におい
て常議員会議長に選任さ

十分に集約して意思決定
なお︑常議員会の招集

にしたいと考えています︒ てはいけません︒公平を

せすることができるよう
旨としつつ多くの常議員

型︑信頼できる相手方と

求めるのであれば当事者

ら︑より強い法的効力を

に活発な議論が阻害され

そして︑この間︑社会
しその決定をしっかりと

多様かつ多数の意見を

私が１９９６年に新規
において弁護士の活躍が

から積極的に意見を頂戴

常議員を経験しています︒ 数は１７２６名です︒
登録した直後の当会会員
通知発送と同時期に︑会

こ と︵ ② ︶︑ そ の 決 定 を

に意見を交わし決定する

です︒常議員会は︑総会 ︵①︶︑議場において活発

さい︒多くの会員におい

非チェックしてみてくだ

す︒会員のみなさんは是

員会の議題が掲載されま

討 を し て い た だ く こ と ﹁お知らせ﹂に次回常議

員専用ホームページの

部とのＴＶ会議の運用に

よう議場の座席配置や支

を見ながら議論ができる

ありますが︑お互いの顔

います︒コロナの影響も

できるようにしたいと思

ただき︑最寄りの常議員

て事前に意見交換してい

などの様々な機会を通じ

ります︒

長と協力して実施して参

つ正確をモットーに副議

③については︑迅速か

する﹂としていますが︑

正に成立したものと推定

のある記録について﹁真

３条において︑電子署名

なお︑電子署名法は第

よいでしょう︒

ービスを選んでおくのも

ので︑予めそのようなサ

自由に選べるものもある

サービスの中には両方を

よいでしょう︒電子契約

いった使い分けをすると

名型・立会型にする︑と

の取引であれば事業者署

実現するためには︑課題

に次ぐ会の意思決定機関
事後的に会員間で十分に

について事前に十分な検

期待される領域は大きく

ですが︑私は︑いま︑様々

①については︑副議長

に意見を委ねていただく

名

な考えや仕事・背景など
情 報 共 有 す る こ と︵ ③ ︶ て︑期︑委員会及び支部

と協力して︑常議員会開

ことも可能でしょう︒

年度の常議員は僅か

を持つ多くの会員の意見
が欠かせません︒

催前に全会員に向けて次

成される常議員会で集約
することができるか︑と
回議題を効果的にお知ら

という素晴らしい方に副

難しい論点ですが︑一

②の仕事は︑議長に求

同条は︑本人が行った電

子署名であることを条件

般的には︑事業者が取得

議長に就任していただき

は︑契約の相手方も電子

した電子署名であって

ました︒協力して︑一年

証明書を準備しなければ

も︑事業者の意思が介在

められる本分です︒常議

前回はＰＤＦファイル

ならず︑相手方に事前の

せず︑利用者の意思のみ

員のみなさんの貴重な時

にしています︒そのため︑

これに事業者型・立会型

に電子署名を行う方法を

手間をかけてしまう点が

間精励してまいります︒

ご紹介しましたが︑今回

煩雑で︑相手方の費用負

どうかよろしくお願いし

は︑利用者が増えている

間を浪費することのない

電子契約についてご紹介

ようスムーズな議事進行

の電子署名を含んでよい

佐し︑円滑かつ公正な議

に基づいて暗号化された

ます︒

のかという議論がありま

事進行に努めていきたい

担もあるので︑相手方の

す︒

であればお分かりのとお

します︒ここでも電子署

に努めますが︑そのため

幸いにも熊澤美香会員

いうことに思いを巡らせ
ています︒

常議会を通じて多く の 会 員 の ご 意 見 を

常議員会 正・副議長あいさつ
り︑私はどの委員会でも

と思います︒

員会でお世話になってい

ところが︑思いがけず

にしていました︒

に発言をするのを楽しみ

感に基づいて自由気まま

分の弁護士としての正義

すので︑常議員会でも自

っています︒

議案のお知らせと︑事後

えするべく︑事前の予定

た常議員会の様子をお伝

心を持っていただき︑ま

方に常議員会の議論に関

今年度も︑会員の皆様

契約当事者以外の第三者

る方法︵当事者型︶と︑

明書︵署名鍵︶を取得す

当事者がそれぞれ電子証

型より少し劣り

人確認の厳格性が当事者

立会型の電子契約は︑本

︵会員

れています︒

ことが担保されていれ

る副会長を応援する気持

副議長の重責を担うこと

当事者が直接認

ます︒もっとも︑

他方︑事業者署名型・

業者など︶が電子証明書

の速報を発信したいと思 ︵ 電 子 契 約 サ ー ビ ス 提 供

証機関の電子署

要がないことか

名を取得する必

自由に発言することを旨

る方法︵事業者署名型・

れを契約当事者が利用す
としてきた私は︑議 案 の

ただ︑会 務 に お い て は ︵ 署 名 鍵 ︶ を 取 得 し︑ そ
のとおり︑女性常議員が

内山

浩人︶

名と評価されると考えら

ば︑本人が行った電子署

て出席した常議員会にお

ちとで初めての常議員に

になり︑すでに不安の波

協力が必要になってきま

い て︑ 多 く の 常 議 員 の

立候補してみました︒同

す︒

方々︵期を問わず︶が︑

期の間の調整もせずに︑

が押し寄せています︵私

電子契約には︑契約の

議案を事前に丁寧に検討

に回ってきたのは︑前述

名が活躍します︒

した上で︑ご自身の意見

ろしく﹂とメーリングリ

子を目の当たりにして︑

ストに流しただけでした

方に事前準備の

﹁私も常議員をやってみ

手間や費用負担

ら︑契約の相手

より安全な取引を行い

をかけず︑スピ

立会型︶があります︒
記録に徹することが苦手

たい場合︑特に本人確認

ーディーな契約

少なかったからです⁝︶︒ 内容に入り込んでしまい

の信用性を高めたい場合

私でよいのか？という不

です︒昨年度より速報が

は︑当事者型の電子契約

が︑選挙もなく当選した

安はありつつも︑せっか

簡略となりましても︑ご

次第です︒
今期の常議員の当選者

容赦いただきますようお

たい！﹂と思いました︵や
ら活発に意見交換をする

くお声がけいただいたの

はりお互いの顔を見なが
が︑常議員会には委員会

だからお受けしよう！と

以上のことか

が期待できます︒

を見て︑少し残念だった

を利用するのがよいで

ことは︑昨年度と違って

す︒ただし︑この方法で
長として︑島崎議長を補

願いいたします︒
私のことをご存知の方

女性が少ないことでした︒ の気持ちで︑１年間副議

ことは何物にも代えがた

そんな興味本位と︑委

います︶︒

い価値のあるものだと思

長に選任していただきま

昨年度の説明要員とし

るだけでした︒

その 33
「電子署名」
と
「電子認証」 その３
好き勝手に発言していま

はじめましょう

を積極的に発言される様 ﹁ 私︑ 立 候 補 す る の で よ

活発な議論ができる常議会に！

を

提案議題の説明要員とし

今年度の常議員会副議

美香
熊澤
副議長

も気を配ります︒

を如何に丁寧に少数で構

拡大しました︒一方︑本

数は６１０名でした︒こ

れました︒
過去二か年度︑ の原稿執筆時点での会員

友樹
島崎
議長

37
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した 期の熊澤美香です︒ て２回出席したことがあ
員会で活動してきました

これまでいくつかの委

58

（２）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ ２ ２ 年 ５ 月 号（ 第 ４ １ ２ 号 ）

︱︱想定弁論
その３

要なステップである︒

ができなくなるので︑重
するだけではなく︑証拠

れる論告の骨子を文章化

定する︒この際︑想定さ

どこを︑どう︵五つの方

拠構造図︶を見ながら︑

きる︒想定した論告︵証

事件であれば︑証明予定

整理手続に付されている

掛かりとしては︑公判前

に役立つはずである︒

整理し︑考察を深めるの

にしてみると︑頭の中を

決めるポイントともいえ

が︑ここが弁論の成否を

を考えていくのである

構 造 を 図︵ チ ャ ー ト 図 ︶ 法のいずれで︶争うのか

論告を想定する際の手

事実記載書があり︑証拠

に︑検察官であればどの

集まった証拠や事実を基

不明瞭であれば︑求釈明

また︑これらの記載が

立つ︒

ているのかを知るのに役

欄も︑検察官が何を考え

の存在を争う︑間接事実

証明力を争う︑間接事実

は︑直接証拠の証拠能力・

検察官の立証を争う方法

う争うのか﹂を考える︒

ら︑次は④﹁どこを︑ど

論告の想定を終えた

問自答することと︑些末

るかということを常に自

づく説得的なものといえ

争い方が証拠と事実に基

こで重要なのは︑個々の

くことが必要である︒こ

るので︑徹底的に考え抜

等関係カードの立証趣旨

前回に引き続き︑想定

を活用することも重要で

な論点に囚われて﹁木を

妹尾 孝之

弁論の具体的な作成手順
ような論告をしてくるか

見て森を見ず﹂という状

会員

について紹介する︒

の存在は争わず︑当該事

態に陥らないようにする

実が存在することを前提
にその推認力を争う︑消

ある︒これらの手掛かり

の検討を終えたら︑次は︑ 定が正確にできていない

の視点で事実を検討した

に加え︑最終的には自ら

と︑弁論の照準がずれ︑

結果を踏まえ︑論告を想

を考えてみる︒論告の想

③論告の想定︵検察官の

ことである︒

紙幅の都合上︑次回も

極的間接事実を提出す
る︑要証事実の存在を否

テレビを見ていた３歳の息子

２０１６年にフィリピン大統

層から熱烈な歓迎を受け︑大統

しかし︑ドゥテルテ氏は貧困

引き続き想定弁論の作成

の便宜を図り﹂︑
仮庁舎︑

に﹁あの車はなあに？﹂と聞か

領選を取材した︒名門出身のア

手順について紹介する︒

し︑相模紡績会社では７

旧庁舎焼け跡及び伊勢山

れて︑おもわず口ごもった︒画

領になった︒当選は

定する直接証拠を提出す

が崩壊し︑門前の商店も

棟が全壊し︑煉瓦塀の下

官舎跡のバラックの一室

面に写っていたのは戦地となっ

世界中で驚きをもっ

る︑という五つに整理で

全焼した︒

敷きになって１６５名が

を横浜区裁判所の出張所

たウクライナの大地

名︵創立１２

当時の横浜弁護士会の

はその被害の記載がない︒

しか映っていないの

﹁かっこいい車﹂と

する息子の目には

で
線

分か

刑事弁護修習の
最前線

関東大震災と神奈川の被害

①証拠の収集と②事実

立証構造の把握︶を行う︒ 効果的な弁論を行うこと

月末まで不開廷となっ
たが︑借地借家紛争が頻

横須賀では地震による

犠牲になった︒

和解調停所として事務を

を︑土煙を立てなが

て受け止められた

俊明

震災の被害は甚大であっ
全壊建物７２２７戸︑市

小田原や真鶴の建物は

取り扱うことにした︒横

ら列をなして進むロ

発 し た こ と か ら︑﹁ 民 衆

た︒当時の人口がｌ３ ７
の中心部の火災で４７０

ほぼ全壊し︑更に火災に

須賀︑小田原区裁判所も
足柄上地区は断層破壊

会員数は

だろう︒人の命を脅

人に︑人口

が最初に起こったと考え

５周年記念会報１７６

かす兵器なのだと︑
よって材木座︑長谷︑坂

向かうのか︑大砲は

この車は一体どこに

う︒見た目に立派な

寧に伝えてあげよ

る息子に︑今度は丁

戦車に目を輝かせ

ろう︒

ることはなかっただ

じていれば︑誤導す

怒りに目を向けて報

裕層に対する庶民の

ンスだけでなく︑富

の奇抜なパフォーマ

が︑現地の記者が彼

一人︑ドゥテルテ氏をメディア

万人余りであった神奈川

０戸が焼失したほか︑軍

より壊滅的な被害を受け

焼失したが︑震災略記に

られており︑瞬間的に大

頁︶であり︑会員の自宅

どうやって幼子に説

江戸時代の埋立地であ

誤った方向に誘導することがあ

県の死者は２万９６１４

港に貯蔵中の重油が流出

た︒

鎌倉町では多くの建物

きな地震動があったこと

や事務所にも被害があっ

明すればいいのだろ

は泡沫扱いした︒

万人余りで

した後引火し︑港の内外

シア軍の戦車︒興奮

災の死者は１万５９００

が全壊したほか地震から

から︑建物被害も人的被

たはずであるが︑横浜弁
の下など１１３戸が流出

恥ずかしながら記

る関内や伊勢佐木地区の

法律相談所を開設し︑会

者になる前は︑目の

した︒
厚木では１０１９戸の

築の煉瓦造２階建︶は崩

員有志が交代で相談に当

前にある事実をその

地盤は脆弱で︑木造家屋
のほとんどが倒壊した︒

内５０５戸が全壊し︑２

壊焼失し︑末永横浜地方

たった︵震災略記１９９

る︒

あった横浜市の死者は２

は文字通り火の海となっ

人であった︵警察庁発表

分後に襲来した津波に

護士会は花咲町の瓦斯局

うと悩み︑結局何も

より︶
︒
︶
︒

横浜地方・区裁判所の

害も大きかった︒
番

言えなかった︒

横浜市内２９７カ所で出

７０戸が半壊したほか︑

裁判所所長ほか判事検事

日新

火・延焼し︑市内の８割

火災により中心部２４４

年３月

が被害を受けた︒

まま伝えるのがメデ

やすく︑自分の目線で︒この仕

何のためか︒何度でも︑分かり

頁︶
︒

キノ前大統領の後継として当初

川崎町堀之内にあった

この震災で︑横浜代言

有力視されたのは︑国民的俳優

︵共同通信社

事もきっと同じだ︒

名が死亡した︒

ィアの役割だと思っていた︒し

の 養 女︒﹁ 犯 罪 者 は 射 殺 ﹂ な ど

弁護士

かし︑視聴者・読者にとって親

と過激な発言を繰り返す候補の

状態となった︒

年間の

しみのない話題では︑そこに記

年︶によ

人組合創設から

弁護士会の史料をすべて

者の見方を加えなければ︑時に

﹁横浜地方裁判所震災
略 記 ﹂︵ 昭 和

失ったことも︑大きな損

藤沢は市街の建物の８
割が全半壊し︑平塚では

失であった︒

棟が全焼し１５４

ると︑民事事件は地方・

場は

人が圧死した︒川崎大師

区裁判所とも震災により

成美︶

駅から国道１号線に至る

立田
民家がほとんど全半壊

富士瓦斯紡績会社川崎工

自分の
すく、
目
や
り

平間寺では︑本堂と仁王

11
門︑不動堂を除くすべて

10

43

12

名︑司法官試補８名︑

地︒明治

11
10

20

戸が全半焼し︑町は壊滅

23

庁舎︵北仲通５丁目

跡にテントを張って無料

67

44

年９月１日の関東大

万１３８４人に及んだ

間部

11

た︒

神奈川県民にとり︑大

創立１５０年会史編纂ＷＴ 会員

「刑弁起案」

︵ ち な み に︑ 東 日 本 大 震

正

〜20年目の司法修習〜
12

19

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ ２ ２ 年 ５ 月 号（ 第 ４ １ ２ 号 ）
（３）

司法から見た神奈川の150年 第10回

神奈川県弁護士会のＳ
ＳＤＧｓ─── 第３回

A D R？
当会ＡＤＲを
ご利用ください！

（４）

神奈川県弁護士会新聞
２ ０ ２ ２ 年 ５ 月 号（ 第 ４ １ ２ 号 ）

その内容のみならず経緯
からしても基本的人権の
そうであるなら︑基本

擁護を根幹にしている︒
的人権の擁護と社会正義

議論状況﹂について︑公

革︶におけるＳＤＧｓ の
ＳＤＧｓ のリーダーであ

くことは極めて自然であ

を社会に伝え実践してい

きた弁護士・弁護士会は︑ に向けてＳＤＧｓ の精神

え︑人権擁護に尽力して

るし︑我々の活動を﹁世

当会のＳＤＧｓ

の実現を使命としてきた
我々弁護士が﹁誰一人取

害・環境問題委員会の鈴

筆者は︑２０１８年に

るとの見解が示された︒

り残さない﹂社会の実現

木洋平会員から﹁公害・

３月 日︑会内セミナ
所とＳＤＧｓ ﹂がＺＯＯ
環境問題委員会の活動と

ー﹁弁護士会・法律事務
Ｍウェビナーにて開催さ

ＳＤＧｓ への取組みや弁

時︶から︑当会における

冒頭︑二川裕之会長︵当

事務所経営についての提

からＳＤＧｓ を意識した

告があり︑宇田川隼会員

ＳＤＧｓ ﹂についての報

ＳＤＧｓ のプレートが掲

務局建物内には至る所に

た︒会場となった国連事

会議に参加する機会を得

ウィーンで開かれた国際

会長も認めるところであ

性は︑二川前会長や髙岡

これらの必要性や有用

意義は大いにある︒

ＤＧｓ の文脈で発信する

界の共通言語﹂であるＳ

れた︒

護士・弁護士会の取組み

その後︑髙岡俊之会員︑ げられ︑会議ではＳＤＧ

り︑今回の会内セミナー

いう観光ツアー等はなか

例年用意されていたと

けされていく感覚が良か

本と同様にお会計のこと

ったものの︑限られた機

った︒

を指し︑それで通じた︒

が︑数年前訪れたミャン

ふとした瞬間に︑それに

会の中でも名物を堪能で

マーでも﹁シメ﹂とは日

紐付いた記憶が自然と蘇

これからようやく桜の

流も思い出深い︒

から集った修習生との交

き︑修習先の方々や各地

気付けばネトフリだけ

る︒

でなくＴｅａｍｓにも親

しみを覚え始めた頃︑集

うやくホームグラウンド

迎えることができた︒よ

選択型実務修習の期間を

合﹂修習が過ぎ︑晴れて

められていく︒そんな﹁集

よってカリキュラムが進

自の自宅でオンラインに

向き︑それ以外は専ら各

起案の時のみ和光に出

く︑試験で活きる知識と

願わくは感覚などではな

いるような感覚である︒

る︒知識がより定着して

での記憶が蘇る時があ

内容に紐付いた︑修習先

中でも︑そこに書かれた

てきている︒机に向かう

試験がすぐそこまで迫っ

も終わりが近づき︑二回

合修習は終わりを迎えた︒ 季節を迎える︒選択修習

や選択した修習先で修習

して確実に定着していて
もともとＳＤＧｓ は︑

剛︶ 指をクロスさせるなどし

て意義深いものであっ

うえでのキックオフとし

Ｇｓ 活動を本格化させる

この修習の一環で︑大阪

機運もある中︑幸いにも

旅行も憚られるような

修習を﹁締め﹂くくり︑

番を乗り越え︑めでたく

め︑無事に３月末の大一

目から耳から入ってくる

に行く機会に恵まれた︒

に行ける日々を迎えられ

桜でも見に気ままに旅行

このまま試験勉強に努
などを目標に掲げたミレ

後の展開﹂が開催された︒ 極度の貧困と飢餓の撲滅

た︒ ︵会員

て﹁締め﹂で︑と伝えれ

は︑これから当会がＳＤ

を受けることができる︑

ほしい︒
ニアム開発目標︵ＭＤＧ

ばそれで通じる︒人で賑

なされていた︒

ｓ を前提にした議論が

案がなされた︒

会員の３名による座談会

安藤肇会員及び宇田川隼

をＳＤＧｓ に関連付ける
ことの意義などが熱く語
続いて︑消費者問題対

られた︒

自宅以外で修習を受けら

２０２２年度会長就任が

ｓ ︶の後継として国連

わう飲み屋でお会計を済

る︒お会計を頼む時には︑ れるのだ︒

会員から﹁消費者問題に

決まっている髙岡俊之会

が採択したものであり︑

ませ︑みんなで二次会に

とができない事案です︒

情により代理人が就くこ

ると思われるものの︑事

めか︑和解成立に至るま

してくれる事案も多いた

基づき当事者を強く説得

あっせん人が法的知見に

け書いてもらえれば十分

には必要最小限の事情だ

構ですし︑申立ての理由

と記載してもらえれば結

は﹁相当な解決を求める﹂

︵紛争解決センター

討ください︒

の選択肢としてぜひご検

で︑紛争解決手段の一つ

利用しやすくなりますの

す︒不思議なことである

そういえば︑と思い出

することで︑知識が肉付

容を実際に現場で見聞き

られた︒机上で学んだ内

たらと思う︒

ました︒さらに︑現在の

法律専門家を関与させる

での平均期日回数は２・

です︒

る︒

者

デスク

記

和孝

菅沼

田淵

高橋

中嶌

友深

大

大輔

健二

慶子

雄一郎

小川

西

早川

れるこの季節が好きであ

初心を思い出させてく

も自然と背筋が伸びる︒

生の凛々しさに︑こちら

街ゆく新社会人・新入

月ほどが経った︒

新年度が始まって１か

情報がどれも新鮮に感じ

算定方法では成立手数料

向かう︑そんな光景が少

じて妥当な解決を図って

の実際の金額が予測しに

ＥＢや電話での手続参加
二つ目は︑迅速な解決

いきたいという事案で

くいという問題を解消す

では具体的な解決の方法

が必要な事案です︒関係

す︒近隣紛争などではこ

るため︑成立手数料の算

して紹介することができ

者の予定さえ合えば︑第

のようなニーズが高い事

定方法を大きく見直す方

し遠く感じられる︒

かＡＤＲにするかの判断

１回期日や次回期日を１

案が多いかもしれませ

が可能となるリモートＡ

は難しいですが︑以下の

か月以内に設定すること

ん︒このような事案の場

ＤＲを相次いで立ち上げ

ような三つの場合には︑

も可能であり︑調停に比

を示さず︑相手方の主張

私は︑迷わず当センター

べて早期の解決を期待す

も聴きながら話合いを通

一つ目は︑法律専門家

の利用を勧めています︒

ます︒

村松

関する神奈川県とのＳＤ
Ｇｓ 連携﹂について︑弁

員からは︑自身のＬＧＢ

いによる解決が望まれる

第三者を介しての話合

Ｔｓ 活動での経験を踏ま

数年前のミャンマーにて

護士業務改革委員会の安

夜一人で外食を済ませ

第74期司法修習生 渡邊 泰士

藤肇会員から﹁日弁連︵業

策委員会委員長の西本暁 ﹁ 弁 護 士 と Ｓ Ｄ Ｇｓ ︑ 今

有終の美

修習日記

いよいよ本格始動！

当会紛争解決セ
ンターの和解あっ
は︑当会所属の弁
護士が和解あっせ
ん人となり当事者
の話合いによる解
決を図るものであ
り︑調停の民間版

向で検討しています︒

ことによって適切に紛争

８回︵直近３年間のデー

憲治郎︶

委員長
タ︶と︑スピード解決が

堀口

運営委員会

を解決する必要性は大き

しやすい災害ＡＤＲ︑Ｗ

度︑災害の被災者が利用

当センターでは︑昨年
いと思われるので︑弁護

三つ目は︑申立て段階

図られています︒
となる当センターを安心

士が必ず和解あっせん人

ますます当センターは

ることができます︒また︑ 合︑申立ての趣旨として
しかし︑どのよ

のようなものです︒ の関与が必要不可欠であ
うな事案がＡＤＲ
に向いているの
か︑調停と何が違
うのか︑よく分か
らないので︑とり
あえず調停を申し
立てている方も多
いと思われます︒

桜の季節に飾りたい
私の
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せん手続
︵ＡＤＲ︶ 事案の場合︑調停にする

座談会に登壇した（左から）髙岡会員、宇田川会員、安藤会員

