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日本弁護士政治連盟 東京本部ニュース

スクラム

早稲田祐美子先生のあとを受け、2019 年度と2020 年度の弁護士政治連盟東

京本部（以下「東京本部」といいます）
の本部長に選任され、就任いたしました。

弁政連は、日弁連が強制加入団体で
あることから、活動に制約があるため、
政府や政党、議員らへの橋渡しをする、
いわば「日弁連と政治家をつなぐ架け
橋」としての役割を担っています。この
ように、弁政連は、弁護士会の諸課題を
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本年度の東京
本部の企画第一
弾として、弁政連
本部との共催で、
2 0 2 0 年 1 月 2 8
日午後 1時から、
弁 護 士 会 館 12
階の第一東京弁

護士会講堂にて、日本国際紛争解決セン
ター（東京）の概要とスポーツ仲裁を巡
る近時の論点をテーマとするセミナーが
開催された。

本セミナーは、東京三会の弁護士と
東京都議会の議員を参加対象としてお
り、当日は 28名の参加を得た。

第一部では、日本社団法人日本国際
紛争解決センター業務執行理事兼事務
局長である早川吉尚弁護士（東京弁護
士会）により、2020 年 3月12日に開設
予定である「日本国際紛争解決センター

（東京）」の概要が説明された。前段で
は、日本企業の海外進出の程度や規模
に比べ、これまで日本が国際仲裁地とし
てあまり利用されなかったことが紹介さ

れ、その背景や廉価な仲裁専用審問施
設が存在せず、費用面からみても敬遠さ
れているという課題があったことなどが
報告された。一方、アジアにおいてはシ
ンガポール、香港、マレーシア、韓国など
自国を仲裁 地としてアピールすべく、仲
裁インフラを整備している状況もあり、
日弁連、各単位弁護士会、日本仲裁人協
会などが中心となって、啓 発セミナーや
経営トップレベルへの意識啓発、人材育
成、政府や政党に対するロビー活動を地
道に行い、政府も国際仲裁の活性化に
向けた基盤整備に乗り出し、その結果、
2018 年 4月に大阪中之島合同庁舎に仲
裁審問施設を開設されたこと、東京にお
いて も 2020 年 3月に、虎ノ門ヒルズビ
ジネスタワー 5 階に、仲裁審問施設が開
設される予定であることが紹介された。
同施設は二つの大きなヒアリングルーム
と六つのブレークアウトルーム（当事者・
仲裁人打合せ室）を完備し、従来に比
べ相当廉価な利用料金で国際仲裁に対
応することが可能となり、この夏の東 京
オリンピック・パラリンピックでも利用さ

れる予定とのことである。
第二部では、スポーツ仲裁を巡る近

時の論点をテーマとして、伊東卓弁護士
（第二東京弁護士会）がスポーツ仲裁と

CAS（スポーツ仲裁裁判所）の概要に
ついて説明し、それに続き、生田圭弁護
士（第一東京弁護士会）が東京オリンピッ
ク・パラリンピックにおけるプロボノサー
ビスプロジェクトについて報告し、昨年
春より、日本スポーツ仲裁機構が事務局
となり着 と々準備が進んでいることが披
露された。最後に上柳敏郎弁護士（第
一東京弁護士会）がスポーツ仲裁の現在
の課題について説明し、出席した都議へ
の理解を求めた。

第一部、第二部ともに、活発な質疑応
答がなされ、テーマとなっ
た日本国際紛争解決セン
ター（東 京）及びスポー
ツ仲裁を巡る有用な情
報共有や意見交換の機
会として、盛況のうちに
本セミナーは閉会した。

国際仲裁の発展に関するセミナー開催

早川吉尚事務局長

白戸太朗議員 岡本光樹議員 増田いちろう議員 山田ひろし議員 佐野いくお議員

スポーツ仲裁講師陣



実現するために弁護士の政治力を結集
して政治活動を展開することを目指して、
昭和 34 年に設立されました。

「国民の基本的人権を擁護し、社会正
義を実現する」ことが弁護士の使命であ
り、弁護士会の役割は、この使命実現の
ために活動することです。人権を擁護し、
社会正義を実現するには立法的措置や
財政的裏付けを必要とし、弁護士会内の
人権活動等だけでは、達成できないこと
が多くあります。

すなわち、司法修習生の給費制の制

定や東日本大震災による原発損害賠償
の時効特例法の制定、国選弁護報酬の
増額などは、立法化や予算措置を必要と
します。弁護士、弁護士会が主張してい
ても立法化がなされない限り、制度とし
ての構築はなされません。常に政 治家
や政党・議員と交流しながら、弁護士会
が常日頃考えていることを伝えていくこ
とが重要であり、これは民主主義の原点
と思います。

このような大きな存 在意義を有する
弁政連も、組織率が約 10％であり、まだ

まだ不充分です。多くの会員の皆様の入
会により、弁政 連を大きくしていくこと
が弁護士・弁護士会の使命の実現には
必要です。また、弁政連の活動を広範囲
に理 解してもらえるよう広報していくこ
とも重要と考えています。

例えば、東京本部と都議会議員、区議
会議員、多摩地域の市議会議員の皆さん
と意見交換をすることにより、弁政連の
存在を対外的にも知ってもらおうと思っ
ています。どうぞ、多くの会員の皆様の
ご指導ご協力を宜しくお願い致します。

加城千波前幹事長の後任として 2019
年度及び 2020 年度の東京本部幹事長
に就任いたしました。政治との関わりは
これまで全くなく、また、弁政 連とも昨
年度に東京弁護士会の副会長を務める
まで何の接点もなく、こんな私が弁政連
東京本部の幹事長になっていいのだろう

か？ と自問自答しながらの就任でした。
就任後はそんな心配をするヒマもなく、

都議会ヒアリング対応、女性議員と女性
弁護士との意見交換会の企画、国際仲
裁シンポの企画・実施に追われました。
経 験がない分妙な遠 慮もなく、不躾な
がら手当たり次第に先輩弁護士にお願

い事ばかりして何とか乗り切ってきまし
た。不慣れな幹事長を叱咤激励し、様々
な提案やアドバイスをくださり、色々な
方をご紹介くださり、本当に感謝してお
ります。

幹事長になったからには、何らかの形
で弁政連東京本部に貢献したいと思っ
ておりますが、まずは会員を増やすこと
が重要ではないかと思っています。私も
そうでしたが、弁政連は自分と関わりが
ないと思い込んでいる弁護士は世の中
に沢山います。確認したわけではありま
せんが、多分そうです。でも、弁護士とし
ての意見を通すためには政治力も必要

就任にあたって

幹事長　　石黒　美幸　

神洋明（第一東京弁護士会）2015 年
度・2016 年度東京本部長の後を受けて
2017年度・2018 年度日本弁護士政治連
盟（以下「弁政連」といいます。）の東京
本部長を務めさせていただきました。神
東京本部長が懸案であった東京本部の
機関誌である「SCRUM」を発刊され、
東京本部の活性化に務められたのに対
し、私がどれだけの活動ができたか定か
ではありませんが、加城千波（第二東京
弁護士会）前東京本部幹事長に支えてい
ただき、無事、安井規雄（東京弁護士会）
東京本部長、石黒美幸（同）幹事長にバ

トンタッチすることができました。弁政
連会員の皆様には厚く御礼申し上げます。

他の士業が活動領域拡大を含め非常
に熱心に政治や行政（監督官庁）に運
動を行っているのに対し、弁護士会は監
督官庁を持たず、政治に対しても一定の
距離をおいているため、時として弁護士
会の諸課題の実現が困難なことがあり
ます。そこで、弁政連は弁護士会と政治
との懸け橋となって弁護士会の諸課題
の実現のために活動を行っています。そ
のためには弁政連の組織率の向上強化
が重要となりますが、一 般の弁護士に

とっては弁政連の活動がわかりにくいこ
ともあり、なかなか組織率が上がってき
ません。

そこで、2018 年度は新たな試みとして、
都議会議員と東京三会多摩支部、弁政
連東京本部との学習懇談会を実施しま
した。多摩支部会員の全面的なご協力
のもと、都議会議員 11名を含む 32名に
参加いただき盛況でした。また、弁政連
に参加している若手会員から、「弁政連
と私」というテーマで弁政連活動につい
て「SCRUM」に寄稿していただきまし
た。これらの活動によって、弁政連が少
しでも身近に感じてもらえれば幸いです。

今後、安井本部長のもと東京本部が
「ONE　TEAM」となって活動される

ことを期待して退任のご挨拶とさせてい
ただきます。

本部長退任のご挨拶

前東京本部長　早稲田祐美子（第二東京弁護士会）　



Vol.5

です。会員になってもらうには、まず弁
政連を知ってもらうことが大事です。広
報宣伝の重要性は誰でもご存じですが、
それをシステム化し、誰が担当になって
も、同じように繰り返し広報宣伝を行っ
ていくことが重要であり、私の役目はこ

のシステム化の構築かなと思っています。
また、魅力あるコンテンツの会員向け

・外部向け発信の継続も会員増強の観
点からは重要です。既に二つのイベント
を企画しましたが、今後もそのシリーズ
ものや別の企画も展開したいと考えてい

ます。楽しいイベントを通じてまだ弁政
連を知らない弁護士を呼び寄せ、そこ
で一気に攻勢をかけて弁政連に入って
頂く、というかなり勝 手な妄想を抱きな
がら、任期を全うしたいと思います。ど
うぞよろしくお願いいたします。

2019 年 6月、弁政連東京本部幹事長
という思いがけない職 務に就くことと
なって以後 2年間、どうにか任期を終え
ることができました。内心の戸惑いを隠
しながら努めてまいりましたが、二弁の
役員時代から変わらぬご指導をいただ
いた早稲田前本部長をはじめ東京本部
の先生方には深く感謝申し上げます。

長いようで短い 2年間でしたが、こう
してご挨 拶を書き始めますと、いろいろ
なことが思い出されます。

毎月1回の東京本部の会議は弁政連
組織強化委員会と合同で行われていた

こともあり、東京本部会議の前に行われ
る弁政連常務理事会を毎回傍聴させて
いただきました。本部理事の先生方の
幅広い活動や加入率アップを目指しての
議論などを目の前にして、弁護士会での
委員会活動とはまた別の刺激を受けま
した。多摩支部と合同で開催した東京
都議会議員との学習会では、身近な人
権問題と地域に根差して活動される議
員の方とのかかわりに触れることができ、
また懇親会（立食形式）では食品ロスの
話題で盛り上がったことを思い出します。
オリンピックのマグネットバッジをいただ

きました。東京都議会の予算要望に対
するヒアリングでは、大きな会議 室に新
人都議の方がずらりと並んだ都民ファー
ストの会の勢いに驚きました。あれか
ら2年余、政 治の世界もめまぐるしいよ
うなそうでないような。

いかほどの役にも立てなかったと反省
しきりではありますが、日弁連、弁護士
会の活動に弁政連がいかにかかわり、重
要な役割を担っているかは理 解できた
つもりでいます。今後の東京本部の活動
に期待するとともに、皆様の一層のご支
援をお願いいたします。

最後になりましたが、お忙しい中でい
つも会議の準備をしていただき、うっか
り続き の私に適切なアドバイスを絶妙
なタイミングでくださった事務局の中村
様（日弁連）、鈴木様（二弁）に、この場
をお借りして感謝の気持ちをお伝えいた
します。ありがとうございました。

退任のご挨拶

前幹事長　　加城　千波　

１． 理事会及び総会
令和元年 6月 4日に定期総会を挙

行。活動方針 9 項目を決定。
①全国本部との合同会議定期開催、

②会員の加入促進・組織強化、③若
手会員へのアピール、④多摩支部本庁
化の推進、⑤若手会員と若手都議の
交流会など交流の拡大、⑥会員向け
講習会の実施、⑦都選出国会議員と
の交流充実、⑧都予算要求ヒアリング
など要請活動や議員への支援活動の
内容充実、⑨機関紙「スクラム」を定
期的に刊行、東京本部のプレゼンスを
示し、広報活動を展開する。

２． 弁政連全国本部組織強化委員会と
東京本部の合同会議
毎月開催（令和元年 6月 21日、7月

19日、8月 23日、9月13日、10月16日、
11月 22日、12月 20日、令和 2年 1月
17日）。活動方針の実現やイベント実
行を計画。

３． 事業活動
東京都予算要望ヒアリングに出席。

都議会公明党：令和元年 7月 30日、
日本共産党都議会共産議員団：同年
7月 26日、都民ファーストの会：同年
7月 29日、都議会立憲民主党・民主ク
ラブ：同年 8月 21日。いずれも都議
会議事堂会議室にて。

令和 2年度東京都予算獲得に向け
①小中学校の法教育・いじめ予防授
業」等、会が講師を派遣している授業
の講師日当の予算化、②都「犯罪被害
者権利条例（仮称）」に盛り込まれる

犯罪被害者のための予算措置、③震
災関連で都による被災者の継続的支
援、④児童相談所への弁護士常駐体
制整備の予算措置などを要請。

４． 弁政連東京本部ニュース「スクラム」
の第 5号の発行

５． イベント：国際仲裁の発展に関す
るセミナーの実施

６． 三会の新規登録会員への入会勧奨
は三会の新人研修や新入会員歓迎
会で実施。東弁では 72 期 6人の入
会を得た。

７. 議員との交流は上記要請やイベン
トの他に朝食会等に参加して実施
した。

以 上

令和元年度の活動報告 令和元年度幹事長　　石黒  美 幸



入会のご案内
❖	日本弁護士政治連盟（略称「弁政連」）は、政治資金規正法第3条の「政治団体」です。日弁連の政策
を、国会議員や政党の理解と支持を得つつ、立法というかたちで実現していく幅広い活動を行ってい
ます。「政治資金団体」と異なり、特定の政党を支持するものではありません。

❖	弁政連は、任意に加入した弁護士の会員のみで組織され、運営は原則として会員の会費によって行わ
れています。

❖	弁政連には、都道府県単位の支部があり全国で活動しています。東京三弁護士会の方のためには、日
本弁護士政治連盟東京本部が設立されています（略称「弁政連東京」）。弁政連の会員となると、弁政
連東京の会員ともなって頂くことになります。

❖	弁政連の会員の会費は年間1万円です。これに、弁政連東京の年会費として別に5千円が必要です。
合計1万5千円の年会費となります。ただし、弁護士登録 5年未満の会員は「無料」です。

日本弁護士政治連盟入会申込書

私は、	日本弁護士政治連盟東京本部	に入会したく申し込みます。
	 日 本 弁 護 士 政 治 連 盟

令和　　　年　　　月　　　日

日本弁護士政治連盟東京本部　行
日 本 弁 護 士 政 治 連 盟

　申	込	者

【 氏 　 名 】

【所属弁護士会】　　東京弁護士会		・		第一東京弁護士会		・		第二東京弁護士会

【 登 録 番 号 】

申し込まれた方には、会費納入のための「預金口座振替制度のご案内」を送付いたしますので、速やかに
手続きをお願いします。手続きをとっていただくと、年間1万5千円が自動引落としになります。
弁護士登録5年未満の会員の方には、登録5年経過後に同ご案内をご送付させていただきます。

FAX 送信先 03-3580-9976


