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憲法問題シンポジウム

重要土地等調査規制法で、

本法第７条は︑地方公
共団体に対して土地利用

時
所

るが︑諦めることなく本

が迫っている状況ではあ

本年６月に一部の施行

権擁護の担い手である弁

感を覚えるとともに︑人

の真摯な思いに大きな共

きたいというパネリスト

２０２２年７月５日︵火︶ 時〜
ＴＨＥ ＳＡＩＨＯＫＵＫＡＮ ＨＯＴＥＬ

２０２２年度 関東弁護士会連合会
第１回地区別懇談会のお知らせ︵予定︶
日
場

法を廃止に追い込んでい

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

のロゴマークです︒

井澤

山山 ゆ り

歯を磨いていたら銀歯

がはずれて︑ 年近くぶ

りに歯科治療を受けるこ

ているので︑保険診療を

ラジウムの価格が高騰し

とになった︒向かった先
護士の一人として国を監
の歯科医は︑銀歯ではな
視することの重要性に身
くセラミックを入れない
の引き締まる思いをした︒
徹︶ かと勧めてくる︒なんで
も︑銀歯の材料になるパ

︵会員

﹁ 刑 弁 起 案 ﹂︱ 想定弁論

もってしても︑銀歯では

明可能であること﹂と﹁人

﹁ 全 て の 証 拠・ 事 実 が 説

ケース・セオリーは︑

表現で︶論じれば相手を

どのように︵どのような

を︑どのような順序で︑

セオリー︶を踏まえ︑何

どう争うのか﹂やケース・

が生じているというニュ

始めたことで︑供給不安

医院側が赤字になりかね

の行動として自然で合理

納得させることができる

パネ リストの方 々が
わかりや す く 解 説 ︑討 論

的であること﹂という二

のかを考えながら︑言語

員をコーディネーターと

の解説︑続いて福田護委

う解説がなされた︒

らせる危険性があるとい

て︑地方自治を危機に陥

条と合わせ

して︑３人のパネリスト
によるパネルディスカッ
ションが行われた︒

ラジウムの主要産出国ロ

シアがウクライナ侵攻を

ースが世間にも流れてい

た▼さらに歯科医によれ

ば︑歯の白さを重視する

海外では︑審美の観点か

らセラミックが主流で︑

銀歯は人気がないのだと

た治安立法であるという

監視することを目的とし

した市民の様々な抗議活

本法が反戦活動を始めと

形で意見交換を行った︒

いにパネリストが答える

ポジウムに参加するま

実際私自身︑このシン

であった︒

立してしまったという話

を知らないまま本法が成

の国民がその目的や内容

とそぐわない証拠がなぜ

は︑﹁ 事 実 の ス ト ー リ ー

あり︑証拠のストーリー

を説明するストーリーで

事実のストーリーは︑

二つの要素が含まれる︒

拠のストーリー﹂という

結 果︵ 特 に︑﹁ ど こ を︑

こでは︑これまでの検討

るという段階に移る︒こ

実際に想定弁論を作成す

立できたら︑いよいよ⑥

ケース・セオリーが確

ケース・セオリーである

常に意識すべきもの︶が

る弁論を展開するため︑

注意が必要である︒

になることもあることに

ていけばよいかが明らか

はどのような点を補強し

説得力を持たせるために

ていく中で︑より弁論に

って再検討をしなければ

がある﹂と感じれば︑戻

どこかの段階で﹁無理

とを祈った︒︵濱崎 亮︶

に平和な日々が訪れるこ

クを入れることに▼治療

心を動かされてセラミッ

て第三者的審議会を設け

ないという▼折しも︑パ

つの条件を満たしていな

化・文章化していくこと

その４

ければならない︒このケ

になる︒

者に関する氏名︑住所等

る必要性に言及されるな

ース・セオリーが確立さ

の情報の国への提供を義

日︑当会会館５

ど単に批判するだけに終

れていないと︑弁論は説

いう▼そういえば︑雅歌

り開会の挨拶がなされ︑

４月

最後に在日米軍基地を

わらない議論が展開され

なお︑前々回から今回

を書いた賢王ソロモン

も︑乙女の歯の美しさを︑

白い羊の群れにたとえて

讃えていたっけ︒白い歯

を大切にする美意識は︑

何千年も昔に遡るのかも

解説がなされた︒

動への大きなプレッシャ

で︑本法がいかに問題の

存在するのか﹂を説明す

孝之

監視する市民団体﹁リム

た︒

まで想定弁論の具体的な

再現を企図したものであ

続いて︑日弁連情報問

ーとなることと︑公安警

ある治安立法であるかを

るストーリーである︒

しれない▼巧みな説得に

題対策委員会副委員長を

察が国民の情報を収集す

全く理解できていなかっ

妹尾

ピース﹂の編集部に所属

得力を欠くものになって

作成手順を六つのステッ

務付けており︑国は地方

する星野潔氏より︑知る

想定弁論の作成手順の

しまうので︑十分に検討

プで説明してきたが︑実

その後︑憲法問題対策本

まず︑共同通信社編集

本シンポジウムを通し

⑤ は︑﹁ ケ ー ス・ セ オ リ

する必要がある︒

際にはこれらは一本道で

階及びオンライン︵Ｚｏ

委員の石井暁氏より︑本

権利の重要性について︑

て︑何より驚かされたの

ーの検討・確立﹂である︒

なお︑弁論とケース・

はなく︑むしろ︑行った

公共団体に資料の提供や

法の立法目的の説明がな

相模総合補給廠にＰＣＢ

は︑本来︑国民的議論が

ケース・セオリーとは︑

セオリーの関係は︑両者

ら︑想定弁論を固めてい

が︑弁論の背後にあって︑ り来たりを繰り返しなが

は飽くまで別物である

くことになる︒

協力を求めることができ

された︒本法は︑立法事

が保管されていたことを

き︑非常に問題のある治 ﹁ 弁 護 人 の 求 め る 結 論 が

巻き起こってしかるべ

正しいことを説得する論

弁論に統一性・一貫性を

部の関守麻紀子委員によ

実が存在しないにもかか

市民が発見した例を基

拠﹂のことをいう︒ケー

持たせるもの︵説得力あ

る重要土地等調査規制法

わらず︑外国資本による

に︑実力組織の暴走を市

安立法であり国民監視法

ス・ セ オ リ ー に は︑﹁ 事

ｏｍ︶において︑表記の

土地の購入にかこつけ

民が監視することの重要

であるにもかかわらず︑

実のストーリー﹂と﹁証

た︒

務める森田明会員より︑

るための貴重なツールを

た︒

その後︑福田委員の問

って︑日本を戦争のでき

個人情報保護法の改正と

手に入れてしまったこと

心が痛み︑彼の地と世界

クライナの人々の惨状に

りに満足しながらも︑ウ

かぶせ物の自然な仕上が

が終わり︑セラミックの

からめて︑本法が規定す

への大きな危機感が表明

ならないし︑検討を進め

る国による情報収集の問

﹁本当は何があったのか﹂ ということになる︒

題点が説明された︒

る国にするよう︑市民を

され︑また︑対応策とし

て︑戦前の要衝地帯法の

性について解説がなされ

われたためか︑ほとんど

会員

10

﹁土地﹂という文言が使

が︑日弁連人権擁護大会 ︵以下︑﹁本法﹂という︒︶ るとする第
プレシンポを兼ねて開催
された︒

13
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冒頭︑髙岡俊之会長よ

ご登壇のパネリストの方々

講演に耳を傾ける参加者の方々
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重要土地等調査規制法
を 考 え るシンポジウム

私たちのプライバシーはどうなる⁉

決定がされるケースもあ

する場合でも︑援助開始

ただし︑これらに該当

これらに準ずるものとし

その他本部において︑

ある場合

現のために援助の必要が

において︑その権利の実

法テラスの規則改正について

ります︒法テラスが具体

月の常議員会において︑
移転関連議案が提出され

例として挙げているの

を使っての県西支部会館

然にもそのビル１階の広
いただき︑期間的な余裕

当支部の実情をご理解

す︒

は︑次のようなケースで

とが相当であると認めた

て援助開始決定をするこ

前年度本部執行部により
た︒

４町で支部会員が法律事
がない中で︑移転のため

横浜地家裁小田原支部に

移転前の支部会館は︑

議への事前説明等を行

本部理事者会・財務室会

移転費用案を固めつつ︑

ートを実施︒レイアウト・

その後︑支部会員アンケ

びは非常に大きい︒

る︒当支部会員一同の喜

用できる環境も整えられ

るなど︑会員が快適に利

ブースが２か所設けられ

ようになるほか︑ＷＥＢ

議スペースを用意できる

る︒これまでは︑新入会

加することが可能とな

自宅等からＺｏｏｍで参

加できなかった会員も︑

の皆様には昨年

月に法テラスから連絡しました

が︑それ以降に法テラスと契約した会員や︑これ

から法テラスと契約する会員の皆様への注意喚起

の見える関係を築けてい

横のつながりが強く︑顔

参加するなど︑まだまだ

迎会︑暑気払い︑忘年会

め︑昨年度は新入会員歓

深めることが難しいた

リアルに集まって懇親を

コロナ禍の中︑会員が

い︑支部通常総会後の打

め︑総勢９名が初めて揃

り︑退任・新任幹事を含

さみしいことも事実であ

実際に顔を合わせないと

替金が︑破産債権︵再生

これは︑一般事件の立

破産手続開始決定を受け

受けている被援助者が︑

の援助が不開始になる場合があります︒

に他の一般事件の援助申込をした場合︑一般事件

の意味を込め︑改めてお知らせいたします︒

るというのも当支部の特
当支部には︑全部で５

の事情等でこれまでは参

ｏｏｍ開催された︒家庭

が交流委員会によってＺ

店で全員をねぎらってく

た︒種村支部長が︑高級

ち上げを行うことができ

ため︑以下の場合は留意

ととなるためです︒その

債権︶として扱われるこ

開始決定後であれば問題

助申込を行う場合︵手続

る前に他の一般事件の援

色である︒
つの委員会があり︑各委

自己破産申立で援助を

賢也︶ を同時に行う場合

助申込をする場合

に自己破産申立事件の援

し︑その援助開始決定前

一般事件の援助申込を

ありません︶

員会が活発に活動してい

が必要です︒
自 己 破 産 申 立 事 件 と︑

れたので︑役員一同︑残
りの任期も支部のために
大橋

全力投球する所存である︒ 他の一般事件の援助申込
︵副支部長

遺言書検認︑差押範囲変

なお︑相続放棄の申述︑

内といえる場合には︑別

けなければ自己破産申立

事件ではなく︑自己破産

ができない場合におけ

直ちに援助を開始しな

申立事件に包含されるも

更等については︑自己破

ければ︑申込者またはそ

のとして援助開始決定が

る︑保佐人等選任申立事

の監護下にある未成年子

産申立事件の受任の範囲

の生命または身体に危険

される場合があります

を排除するために援助の

立事件の着手金の増額が

権利の実現が不可能また

待っていたのでは自己の

ける破産手続開始決定を

自己破産申立事件にお

い︒

川にお問い合わせくださ

る場合には法テラス神奈

ますので︑不明な点があ

は法テラスの判断になり

個々のケースについて

検討されます︶︒

は著しく困難となる場合

を想定︶

必要がある事件︵ＤＶ等

られる場合に︑その危険 ︵ こ の 場 合︑ 自 己 破 産 申

が及ぶ恐れがあると認め

件

事件

ご尽力いただいた前年度

程近いオフィスビルの２
い︑当支部臨時総会で移

増えた結果︑裁判所に近

員歓迎会や暑気払い等の

り︑大変好評であった︒

ている︒

６年当時は

人台だった記

憶があるの
で︑全く別の
存在になって
いるといって
い︒会員数が

も過言ではな

川崎支部のいま

11

保佐・補助の決定を受

めの部屋に空きが出た︒

移転先の広さはそれま

本部執行部をはじめとす

での約１・４倍となり︑

る関係各位に最大限の感

赤沼前支部長の陣頭指

あり︑同じビルの２階か

揮のもと︑昨年５月に急

ら１階への移転というこ

移転先は︑その空き室で

３月の常議員会で︑本
本原稿執筆時点︵４月

部予算
︵一般会計予備費︶ た︒

装工事等が急ピッチで進

名程度が参加できる会

謝を申し上げる︒

められている状況であ
遽︑移転ＰＴを立ち上げ︑

８日︶では︑移転先の内

日の

階に︑ 年前に開設され

転案等を決議したのは昨

り︑移転日は４月

たものであるが︑支部会

予定である︒

員数の増加等により手狭

ある︒一時期ほど新規登

い川崎区だけではなく︑

支部内行事を行う際︑執

さて︑昨年度からスタ

充孝︶

録は増えていないが︑も

川崎市北部等にも会員が

行部が場所の確保から企

ートした種村執行部で

自己破産︵民事再生を含む︒以下同じ︶申立事

小室

はや小規模な

事務所を構えるようにな

画・運営等を行っていた

は︑これまでのところ全

件の援助申込みをした申込者が︑破産手続開始決

︵支部長

年

月︒これを受け︑３

になっていた︒昨年︑偶

単位会と言っ

しているものと思われる︒ が︑執行部の負担を軽減

り︑市民の利便性が向上

させるために︑昨年度か

ての執行部会議をＺｏｏ

り

て良いほどの

このように大所帯にな

ら新たに交流委員会が設

月から法テラスの規則が改正されまし

４月１日現在︑川崎支

会員数になっ

ったが︑総会を開催すれ

支部通常総会後の懇親会での一場面

た︒法テラスと民事法律扶助契約をしている会員

部の会員数は２３５名で

私が新規登

定︵民事再生手続開始決定を含む︒以下同じ︶前

よ

とになる︒

ー併設︶移転が承認され

注意が必要です！

︵小田原法律相談センタ

同時に申し込む際には

務所を構えている︒

県西支部会館が移転します

県西支部の会員数は４
の市町村

月１日現在で１３７名︒
支部管内には
があり︑そのうちの５市

一般事件の援助を
ｍで行っている︒ただし︑

だ

60

置された︒

部

昨年

自己破産申立事件と
12

26

ば４分の１以上の会員が

12

16

18

録した２００

支

急ピッチで進む内装工事の様子を確認する赤沼前支部長
（左）と山﨑前副支部長

80

県西支部
川崎支部

（２）
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支部会員の約半数は

賀支部に三つも委員会

を構える

律事務所

町︶に法

が発行され︑支部独自の

れ︑定期的にニュース紙

等対策委員会︶が設置さ

事業活性化委員会︑後見

り︑地方都市らしい小回

員の増加を大歓迎し︑若

横須賀支部は︑支部会

は言えないが︑趣味︑い

会も多いので大きな声で

不義理にしている委員

私は委員会大好き人間だ

じたときもあったほど︑

や一時期は生き甲斐に感

だ︒

ている人たちが好きなの

めに熱心に考えて行動し

利私欲を離れて社会のた

活動それだけでなく︑私

も好きだけれど︑委員会

イベントを企画すること

た︒私は意見を発したり

生活が始まって気が付い

ただ︑理事者としての

か︑新たに知った︒

会員がいかに多いこと

き受けてくださっている

だけれど大変な職務を引

自治を守るために︑地味

する市民の信頼や弁護士

ったのだが︑弁護士に対

支える会務は遠い世界だ

って執行部や弁護士会を

さらに︑今まで私にと

手会員に積極的に活躍し

いる︒

という側面も︑やはり横

ていただき︑かつそれぞ

りを利かせている︒実は

須賀支部の魅力の一つで

れの顔が見える関係性の

理事者室

ある︒毎月支部定例会が

中で華麗に連携し︑時に

協議会が実現する状況に
員に出会うのも︑その一

向かえば誰かしら支部会

てくれるのも︑夜の街へ

環である︒

なろうとは︑支部の大先

他方で︑﹁小さな支部﹂

いない︒

輩方は驚かれているに違

えば事務局が温かく迎え

である︒支部会館へ向か

チームプレーも得意なの

行われ︑いまだにお互い

一丸となることもできる

副会長

重会務のため

なりながら多

これまで気に

ことはもちろん︑今まで

らなかった方に出会えた

なされており︑今まで知

門分野でいろんな活動が

いないが︑それぞれの専

った︒だから︑ ついていくことはできて

では熱い議論が展開され

の将来を考えて理事者室

く紹介できないが︑当会

面々︒字数の関係で詳し

そして今期執行部の

がいかに熱心なことか︒

いてくださっている職員

文江

に入れなかっ

面識はあっても︑こんな

ている︒

に運営するために日々働

た委員会に︑

活動をされていたのか︑

姜

新しい世界のススメ

の顔が見える関係性を大

また︑弁護士会を円滑

切にしながら︑地元の市

のである︒

今回担当副会

と思う方も少なくなく︑

まだ入りたてで議論に

町村を巡って市民向けセ

長として関わ

新しい世界に入ること

ることができ

て︑生徒を忘れず︑命を守る安

き︱︒これまで書いた記事は全

掲げる︒一方で理不尽な死を受

再発防止につなげるなど意義を

このように合議制がな

で︑誰もが被害者と

生活道路への崩落

い

１８

横須賀支部の実力と魅力

期以降の会員であり︑若

名である︒

支部は三
手会員が増えている︒成

は

浦 半 島
長期である︒まさか横須

横須賀

市︑三浦

︵横須賀

市︑逗子

弁護士に
研修会︵最近のテーマは

市︑葉山 ︵ 研 修 委 員 会︑ 法 律 相 談

よって構

よかった︑支部長は座

元 の 他 士 業︵ ７ 士 業！︶ っているだけで大丈夫そ

ミナーを実施したり︑地

携﹂や﹁司法解剖の研修・

成される ﹁ 土 地 家 屋 調 査 士 と の 連

支部であ

︵支部長

うである︒

﹁土砂崩れで人が巻き込まれ

け入れられず︑実名を懸念する

理司︶

と協力して地元ショッピ

た ﹂︒ ２ ０ ２ ０ 年 ２ 月 ５ 日 朝 に

ただ︑生徒の名前はどのメデ

全対策につなげるためにあった︒

ができて︑今︑私はとっ

届いた関係者の一報から︑今も

それだけですでにワクワ

部で唯一︑合議制裁判が

取材は続いている︒逗子市の民

てもしあわせである︒

導入されていない裁判所

有地で約

クしている︒

方裁判所相模原支部に合

なのである︒支部会員に

歳だった高校３年の

自費で作ったチラシ
たことを大変
﹁誰ひとり取り残さない﹂は︑執行部内の優
嬉しく思って
しい合言葉になっています

議制裁判を導入するため

向けて行った合議制がな

女子生徒が死亡した

２００２年以来︑横浜地

の活動を続けている︒

いことの不都合事例アン

事故︒遺族が区分所

いことによって管内の市

なり得た︒地域住民

で︑彼女の写真に手

命日を前に生徒宅

と思った︒

徒の生きた証になる

え続けることが︑生

に︑事故を忘れず伝

ろうか﹂
︒その言葉

忘れられてしまうだ

出せないと︑存在も

いない︒でも名前を

何も悪いことはして

父 親 は 葛 藤 し て い る︒﹁ 娘 は

家族の声も重い︒

相模原支部の管内人口

ケートでも︑訴訟遅延︑

有者などに損害賠償

民の方々に多大な不利益

は生徒を思い続け︑

ィアにも報道されていない︒県

は︑相模原市と座間市の

当事者の交通の便の悪さ

を求めた訴訟は係争

び︑相模原市の約 万人
は神奈川県下では横浜
模である上︑２０１０年

を及ぼしている︒そこで︑

この２年以上︑現場

市︑川崎市に次ぐ人口規
には県下３番目の政令指

３月には当会臨時総会

定都市となった︒
しかし︑政令指定都市

を合わせた︒あの明

とはない︒１人でも多くの人が

で︑合議制導入への決議

や市は遺族の意向で当初から匿

生徒を思い︑安全対策を広げる

を管轄内に有する裁判所

いた︒山を切り開き宅地造成し

力になれるよう︑また記事を書

るい笑顔を忘れるこ
当支部は︑合議制導入

名で発表︒遺族は匿名で取材に

にはいつも追悼の花

実現に向けて︑今後も引

応じている︒
政の姿勢︑地域の再発防止の動

の核心︑生きた証を分かち合い

︵神奈川新聞・竹内 瑠梨︶

く︒

た三浦半島出身・在住の私にも︑

栄二︶

メディアは︑実名という事実

決して人ごとでなかった︒
岩城

っていく所存である︒
︵支部長

民有地の対策不足の現状︑行

き続き積極的な活動を行

束などが供えられて

㌧の土砂が崩れ︑

万人に及

など様々な不都合事例が

中だ︒

人口合計約

挙げられた︒

権田

ングセンター前
︵屋外！︶

成年後見や破産管財につ

の登録 年未満の若い期
占めている︒
相模原支部会員の特徴
は︑何か事があれば︑多
数の会員が一致団結して
事に当たる点にある︒昨
年度実施された藤沢での
支部サミットの際︑４支
部の中で相模原支部の出
席者が最も多かったの

だ

をいただいた︒

では全国で唯一︑かつ神

合議制導入実現へのあくなき挑戦

30

で合同相談会を実施した

見学﹂など︶が実施され︑

60

り︑４月

１日現在

年を迎える︒４月１日時

いて支部裁判所との定期

名であ

の会員数

もに創設された︑当会で
点での会員数は

期以降

り

最も新しい支部であり︑
るが︑そのうち

よ

相模原支部は︑１９９
周

だ

４年４月に︑横浜地方裁
２０２４年には創立

部

判所相模原支部設置とと

支

定時総会での支部長挨拶

り
18

昨年11月の横須賀７士業合同相談会（屋外！）の様子

よ

顔、忘れ
の笑
な
歳

横須賀支部
相模原支部

61 84

の会員が全体の過半数を

15

は︑そのことの現れであ

85

70

56

さて︑相模原支部では︑ 奈川県内の全ての地裁支

る︒

75
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要がある︒

通過する必

まで当会に所属し︑かな
嫌な予感

私は︑２０１９年５月
がわパブリック法律事務

市にある青森警察署に勾

ス対策の関係から︑青森

たが︑新型コロナウイル

署に勾留される予定だっ

は︑本来︑五所川原警察

絡があった︒この被疑者

疑者から︑接見要望の連

が国選弁護人を務める被

雪も舞い上げる︒十数メ

け︑地面の

に吹き付

を巻くよう

た︒風は渦

風が強まっ

らかに雪と

進むと︑明

ートルほど

ランプを点灯させたの

進む︒前の車もハザード

大関

亮子

とができる︒壮麗な眺め

がら昇ってくる︑まんま

よい︒大観覧車と戯れな

る︒

かく可愛くて時間を忘れ

るの月を楽しもう︒とに

ムや赤レンガ倉庫︑よこ

その他︑横浜スタジア

忘れる︒

うっとり見惚れて時間を

沈みぎわの細い夕月︵西の空を
︶
見るのなら

三日月前後のほっそり

らいにある国際橋や女神

はまコスモワールド等々

とした夕月は︑みなとみ

すすめ︒

ほぼ真東からの月の出

と並び︑左手に大観覧車

イーンズタワーがずらり

ランドマークタワーやク

大さん橋

マリンタワー

ぜひ月見散歩を︒

晴れた日の夕方には︑

ろん素晴らしい︒

で眺める月たちも︑もち

橋から見るのが一番のお

橋の中央に立ち︑南西

の場合︑クイーンズスク

方向を眺めよう︒右手に
北寄りから昇るタイミン

エア辺りから眺めるのも

に時間を忘れる︒
グを狙えば︑ベイブリッ

うな月が輝

に︑爪のよ

中間辺り

のちょうど

の夕景︒そ

の運河沿い

が回る︑あ

ジ越しの月の出を見るこ

なら︑大さん橋へ︒少し

満月前後の夕月を見る

昇りたてのまるい夕月︵東の空を
︶
見るのなら

会員

関内・みなとみらい周辺の
月 見スポット
そっと教える

夕月散歩

所で養成を受け︑
その後︑ がしつつ︑
日が暮れる

した︒横降

青森県五所川原市のつが

当地の困難といえばや
りの雪に視

頃︑車で事

はり雪であり︑その一端
界が遮られ

るひまわり基金法律事務

を︑この度語らせていた
るも︑何と

務所を出発

だきたい︒
キロメ

留されていた︒
ートル先も見えなくな

で︑うっすらと光が見え

神奈川県庁

本号入稿時

点ですでに天

候不順に見舞

われています

が︑梅雨とコ

ロナが一挙に

明けてくれる

ことを願って

います！

デスク

吉田 正穂

亮

仲戸川優樹

大﨑

新倉

徹

武

笠間 哲史

井上 晴彦

杉本 桃子

濱崎

記 者

お問い合わせください︒

興味のある方は本号デスクの吉田宛て

お見せできなくてとても残念です︒ご

４面の﹁夕月散歩﹂はカラー写真で

お詫びと訂正
第４ １ １ 号 関 内 最 新 ラ ン チ 事 情 で 店
名 に 誤 り が あ り ま し た︒ お 詫 び し て 訂
正します︒
正 利久庵

き始める︒

日本丸

ランドマークタワー

赤レンガ倉庫

か

早速接見に行こうとす
り︑前を走る車の尾灯す

測の事態に対応できるよ

大観覧車

２月上旬のある日︑私

るが︑天気予報では︑大

なお︑前照灯をハイビ
し︑余計視界が悪くなる

ームにすると︑光が拡散

道は狭く︑車を路肩に

ので厳禁である︒急制動

徐行し︑ハザードランプ

う︑息を大きく吐き呼吸

奈川の皆様も︑是非当地

つでも大歓迎である︒神

雪を体験したければ︑い

である︒当地の山と風と

ようなことは日常茶飯事

これは一例だが︑この

いたりする︶︒

る︵意外に帰りは晴れて

坦な道に出た︒生還であ

分︑雪と風が弱まり︑平

プを必死に追うこと

前の車のハザードラン

覚悟を決めて進む︒

を整え︑釈迦如来に祈り︑

を点灯させ︑ゆっくりと

あり︑前に進むしかない︒ は事故に繋がるため︑不

止めるとかえって危険で

である︒

る状態になった︒

キロメ

大雪になりやすい場所を

田山に囲まれた︑強風と

で︑途中︑岩木山と八甲

キロメートル︶の道のり

ートル︵直線距離は約

青森市までは約

ら見えなくなる︒いわゆ

⇨

雪︑強風に警戒とのこと

労働保険のお知らせ

るホワイトアウトの状態

詳しい内容はこちらから ⇒

に遊びに来ていただきた

クイーンズスクエア
女神橋
国際橋

労働保険の電子申請

検索
労働保険の申請は便利な電子申請で！

です。

６月１日（水）〜７月11日（月）
申告・納付期間は

い︒

ヨコハマ グランド
インターコンチネンタル ホテル 横浜

15

大西 章
青森県弁護士会 会員

所に赴任した︒

25

だった︒五所川原市から

お問い合わせは、
神奈川県労働局 総務部 労働保険徴収課………電話 045‑650‑2803

30

令和４年度・労災保険（労災保険・雇用保険）
の
確定・概算申告と保険料等の納付はお早めに。
晴れた日の岩木山

40

山と風と雪と
ブ最前線
パ
な
か

（４）
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