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�A１▶	大学卒業
後、民間企業で法
人営業職に就きま
したが合わずに 1

年足らずで退職。フリーターを経て弁護
士を目指し法科大学院に入学しました。
弁護士資格取得後は都内法律事務所勤
務を経て国会議員事務所で政策担当秘
書に就任。そ の後、武蔵小山法律事務
所を開業し、2019 年に事務所所在地で
ある品川区の区議選に当選、現在 1期目
です。

少数会派であるため、議会で成果をあ
げることは中々難しいのですが、例えば
品川区には不登校児が通うマイスクール
という教室があります。この教室の設置
要綱には「学校復帰」が目的として掲げ
られていました。これでは学校という環
境自体が合わない児童・生徒に対して
不適切な指導が行われる可能性があり
ます。そこで、文科省通知等を活用しな

がら要綱の修正を提案。その後、要綱
の文言は「学校へ の復帰を含め た社会
的な自立」と修正されました。

また、品川区では新庁舎整備計画が
進行中ですが、区民参画やコスト面で問
題があり、議会で繰り返し質問し課題を
明らかにしました。そしてそれらの課題
を街頭演説やチラシで区民に知って頂
く努力を続けました。ちょうど区長選の
タイミングであり、候補者の政策にも一
定の影響を与えることができたのではな
いかと考えています。

区議会での活動に留まらず、弁護士議
員として所属する日本維新の会の議員
立法にも関わることもあります。
�A２▶	政治家自体は高校時代から志
していました。元々は国政志望でしたが、
政治について学ぶうちに、社会問題の解
決のためには基礎自治体での取組みが
重要である場合が少なくないと認識する
ようになりました。例えば、待機児童問

題は国会で取り上げられることも少なく
ありませんでしたが、都市部に集中して
いる課題で、各基礎自治体での対策が
重要となります。まず住民に身近な政治
に関わりたいと考え区議を志しました。

普段心がけていることは、区民の方か
ら頂いたご要望等を法的根拠に基づい
た政策として行政に提案するという点で
す。行政側も予算制約の関係上何でも要
望を通す訳にはいきません。法律、政省
令、通知等を分析し、行政側にも納得し
てもらえる提案を行うよう心がけています。
�A３▶	趣味は、旅行やアニメ視聴です。
しかし、4月から公共政策を学ぶために
大学院に通い始めたため、議員活動、弁
護士業、大学院での研究に追われ趣味
を楽しむ時間が取れない状況です。と
はいえ充実した日 を々過ごしています。
�A４▶	地方議会には法律に精通した
人材が圧倒的に不足しています。是非皆
様にも地方議員という選択肢をご検討
頂ければ幸いです。

品川区議会議員　　松本　ときひろ（東京弁護士会）　

�A１▶	私は、ロー
スクール制度の未
修 1期生として國
學院の法科大学院

に入学し、東京弁護士会運営の渋谷パブ

リック（懐かしき『渋パブ』）で法曹教育
を受けました。法律家とは無縁の家で
したから、渋パブの先生方（安藤良一先
生や三澤英嗣先生）やロースクールの先
生方（村和男先生や今井秀智先生、中川

徹也先生など）の影響著しく、「これが
弁護士 !」と思い込ん だ若き日 （々笑）。
運と勘で司法試験と二回試験をすり抜
け、ヒヨッコ時代にロースクールで目に
ついたデカいキャリーバッグを追いかけ
てたどり着いた地は荻窪。國學院の恩
師・大迫惠美子先生の事務所に就職さ
せて頂きましたが、彼の地は知る人ぞ知

港区議会議員　　石渡ゆきこ（東京弁護士会）　

現在、東京都の市区においては、2名の弁護士区議会議員がいらしゃいます。品川区議会議員の松本ときひろ
議員（東京弁護士会・64 期）と港区議会議員の石渡ゆきこ議員（東京弁護士会・61期）です。今回は、より
多くの会員の皆様にお二人の人物像、活動実態、政策等を知っていただくために、「SCRUM」での特集として、
Q&A 方式のインタビュー記事を掲載することにしました。質問は次の 4つとなります。

�Q１　これまでの経歴・区議としての活動実績を教えてください。

Q２　区議を志したきっかけや普段何を心がけて活動されているのかを教えてください。

Q３　趣味は何ですか？ 休日はどのようにお過ごしですか？

Q４　弁政連に所属する弁護士へメッセージをお願いします。



１	 定期総会について
2022年 6月 23日に、弁政連東京

本部定期総会が開催されました。この
定期総会では、「スクラム」の発行、3
名の都議会議員との交流等、2021年
度活動報告及び決算報告がなされま
した。

また、2022年度の予算案が承認さ
れ、活動方針についても、加入者を増
やすための方策を実施する、都議や
区議の方との交流会や勉強会を増や
していく、東京選出の国会議員との交

流を充実させるための方策を検討す
る、若手会員に積極的に働きかける、
弁政連東京本部の PR を重視する、
といったことを掲げ、承認されました。
２	 参議院議員通常選挙での推薦・表

敬訪問について
同年 7月10日に実施された参議院

議員通常選挙に関して、東京本部とし
て4名の候補者を推薦しました。公示
後、寺前隆本部長及び当職にて、候補
者の事務所を表敬訪問し、激励をい
たしました。

３	 東京都に対す
る予算措置の
要望について
都議会共産党

都議、都議会都
民ファースト都議、都議会公明党都議、
都議会立憲民主党都議に対して、東京
都の予算措置の要望を実施しました。

詳細は別途、「東京都に対する予
算措置の要望」の欄をご覧ください。
４	 品川区議との交流会について

同年 9月12日に品川区議会議員で

令和４年度の活動報告 幹事長　　中西 	哲男

る、消費者族の巣窟だった !
先物や高齢者の投資詐欺被害、それ

からサクラサイト詐欺など当時はニッチ
な詐欺被害救済などに打ち込み、茶の
しずく事件などの消費者被害の弁護団
事件も色 と々担当しました。独立後も、
消費者問題を主に担当するうちに、民法
成年年齢引下げ、この重大テーマへ の
問題意識が社会に伝わっていない驚き。
消費者被害の実像が知られていないも
どかしさ―騙されたら110じゃなく188
でしょう？ と吠えたくなるテレビでの雑
な扱い。消費者被害を、社会に正しく知
ってもらう必要性を痛感していたその時
です。住んでいた自分の家の目と鼻の先
で、「児童相談所建設問題」が勃発し、
地方議会に弁護士が必要だと骨身に染
みて、2019 年の統一地方選に立候補、1
票差で初当選しました。

最初 の 2年 は保健福祉常任委員会、
現在は建設常任委員会に所属。任期の
大半がコロナ禍でしたが、各種証明書手
数料無料化を提言し、離婚前後の親支
援策としての弁護士相談の実施など、港
区ただ一人の弁護士議員として、やりが
いをもって活動しています。
�A２▶	マンションばかりで地方議員の
存在や役割が見えにくい都心部だから、
活動や議員の役割を知ってもらう事を
大事にしています。
�A３▶	趣味、これも政治活動の延長
になりますが、2年前から仲間と一緒に
フードパントリー活動をしてます。また、
再開発進む港区で、地域として伝統や文
化を継承していこうと「港区の伝統文化
を楽しむ会」を主宰し、イベントや講演
会を企画しています。休日ほど、あれや
これや動いているのは、弁護士も一緒で

すね。なお、スポーツは学生時代から無
縁だったのが、このご時世で各種スポー
ツ団体と弁護士としてご縁が出来、50
の手習いでフットサル始めました (;’∀’)
�A４▶	財政力ある基礎自治体での議
会（議員）活動は、全般的に行政への「お
願い」に終始し、二元代表制としての機
能が十分に発揮されない懸念もあります

（行政サマリーだけ読み、議案本体を読
まない議員も多い )。港区に限らず地方
自治体の権限は増えていますから、議員
は即戦力であるべきです。民間の中途
採用で、「入って勉強します」はあり得ま
せんが、それで済んでいた地方議会を変
革し、社会を動かすには、色々な候補者
や議員の流動性がもっともっと必要です。
皆様のチャレンジに期待します !

松本ときひろ議員との交流会

上記Ｑ＆Ａにご回答いただいた松本ときひろ議員
とは、2022年 9月12日に、弁政連東京本部と弁政
連企画委員会との共同企画として、交流会を実施さ
せていただきました。
当日は、松本区議から弁護士が区議を務める意義
や弁護士区議を増やして社会を良くしていきたいと
いう熱いお話をいただきました。
その後、出席者からたくさんの質疑がなされ、活発
なやりとりがなされました。
左は交流会後の写真です。
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ある松本ときひろ議員（東京弁護士
会・64 期）と交流会を実施しました。
５	 新規登録会員に対する入会勧奨

について　
東京三弁護士会の新規登録会員に

対する入会勧奨として、新入会員歓迎
会に参加して、説明・勧誘をしたり、
新規登録弁護士研修に おいて、PR

の動画を配信したり、レジュメ冊子に
チラシを掲載したりしました。
６	 弁政連組織強化委員会と弁政連

東京本部の合同会議について
これまで、月に 1度、弁政連組織強

化委員会と弁政連東京本部の合同会
議を実施しています。特に、弁政連組
織強化委員会と連携して、令和 4 年 3

月を会員拡大強化月間として、会員の
拡大活動を集中的に行い、東京三弁
護士会においても、100名以上の会員
が増加しました。

今後も、活動方針に従い、積極的に
活動を実施していきます。

本年度も、毎年度通例の、都議会共産
党都議、都議会都民ファースト都議、都
議会公明党都議、都議会立憲民主党都
議に対して、それぞれ、東京都への予算
措置の要望を実施しました。

都議会共産党都議、都議会都民ファー
スト都議に対しては、2022年 8月 25日
に、都議会公明党都議、都議会立憲民主
党都議に対しては、同年 9月7日に、そ
れぞれ、都議会の会議室にて、実施しま
した。

要望に際しては、寺前隆本部長・中
西哲男幹事長及び東京三会の委員会（東
弁及び一弁子どもに関する委員会、三会
犯罪被害者に関する委員会、三会災害対
策に対する委員会、三会自殺対策事業に
ついての委員会、東弁の法教育・憲法に
関する委員会）の担当者が出席し、説明
をしました。

こちらからの要望事項は、
① いじめに関する様々な予算措置　

・ いじめ防止対策推進法上に基づ
く重大事態調査の適切な実施に
際し、弁護士の報酬を支弁する
ための十分な予算措置

・ 未成年後見人支援事業の一環と
して、未成年後見監督人に対す
る報酬の助成

・ いじめに関する出張事業の実施
についての予算措置

・ スクールロイヤー設置・活用の
十分な予算措置を講じること

② 犯罪被害者等支援条例にかかる
予算措置
・ 東京都犯罪被害者等支援条例の

目的たる「犯罪被害者等が受け
た被害の回復又は軽減及び犯罪
被害者等の生活の再建を図る」
施策を行うための十分な予算措
置を講じること

③ 新型コロナ感染症拡大による事
業者への救済措置のお願い及び予
算措置
・ 新型コロナウイルス 感染症拡大

の被災者といえる事業者の救済
のための東京信用保証協会がよ
り債権放棄に応じることを可能
とする施策の実施すること

④ 法教育出張授業の講師日当に
かかる予算措置

・ 東京三弁護士会の実施する法教
育出張授業（裁判員体験、民事・
刑事の模擬裁判、憲法問題、話
合いによるルール作り、18 歳選
挙権など）の講師日当等について
の十分な予算措置を講じること

⑤ 東京都地域自殺対策強化補助事
業補助金にかかる予算措置

・ 民間団体が実施する自殺対策事
業に対し交付されている東京都
地域自殺対策強化事業補助金に
つき、補助率を引き上げること

でした。
上記要望に関する事項に問題意識を

お持ちの都議も多くいらっしゃり、出席
された都議から質問が多くなされ、それ
に対して、担当者が専門的な知見から回
答をしており、活発な議論がなされました。

寺前隆本部長から、予算要望のタイミ
ングのみならず、日頃から、継続的に、弁
政連東京本部及び東京三会にて委員会
活動をされているメンバーとの政策につ
いての勉強会・交流会を実施させてほ
しい旨の要望も行い、各都議らからも了
承をいただきました。

東京都に対する予算措置の要望



入会のご案内（申込書は左記二次元バーコードから	 問合せ先：03−3580−9935）
◦	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。

あとがき 今回の「SCRUM」では、区議会議員や若手の会員の方の生の声をお届けいたしました。ご覧いただいた
多くの方が、弁政連の活動をご一緒していただけることを期待しております。（中西　哲男）

月日が経つのは早いもので、修習を終
え弁護士登録をしてから丸 3 年の月日が
流れ、弁護士として4回目の12月を向か
えることができました。日本弁護士政治
連盟には私が弁護士になってからすぐ
に登録したものと記憶しておりますので、
弁護士同様に日本弁護士政治連盟にお
ける活動も 4 年目になろうとしております。

当職が所属する法律事務所はいわゆ
る大規模渉外事務所であり、先輩方にも
日本弁護士政治連盟において積極的に
活動する先生はおりませんでしたので、

最初に登録したきっかけはよく覚えてい
ないのですが、所属する第二東京弁護士
会の新人歓迎会でパンフレットが配布さ
れたことではなかったかと思います。

日本弁護士政治連盟における私の主
な活動は比較的期の浅い先生方で構成
される企画委員会における国会議員や
地方議会議員の先生方との交流会の企
画や企画への参加です。企画委員会が
企画する交流会は、お招きする議員の
先生方との距離が非常に近く、様々な政
治的な立場を持つ議員の皆様方のお話

を聞くことができ、また直接に質問、議
論できるところに大変魅力を感じており
ます。

しばしば、日本弁護士政治連盟のこと
を知らない方々からは、日本弁護士政治
連盟と聞いて、政治的に特定の思想に偏
った活動のみを行っているのではないか
とのご意見を頂戴することがございます
が、交流会には、幅広い政党や所属団体
に所属する議員の先生方をお招きしてお
りますし、所属する先生方の信条も様々
です。そのため、様々な信条を持つ弁護
士の先生方に、議員の皆様との交流会
をはじめとする活動に参加していただけ
れば大変喜ばしく思っております。

弁政連の活動について

安本　侑生（72 期・第二東京弁護士会）

弁護士の仕事と政治は深くつながっ
ていることを体感できる場がまさに弁政
連東京本部だと思います。

弁護士でありながら政治家を志す人、
実際に政治家になった人との交流をは
じめ、これまで法曹界と関わりのなかっ
た政治家の考えを聞くことも、弁護士で
ある私たちが日頃直面する依頼者のニ
ーズや、政治から変えていくべき問題に
ついて新たな視点や対策を考えること
に役立ちます。

そして自分の思想や立場にかかわらず、

弁政連では様々な党派の政治家と密に
意見交換をすることができ、その際にも、
様々な年代・事務所の弁護士の意見も
併せて聞くことがきることも弁政連なら
ではの体験だと思います。

私は、所属する二弁の憲法問題検討
委員会で活動しており、憲法改正問題に
強い関心を抱いています。自分とは立場
を異にするであろうと考えていた政党の
議員と の懇親会で、現在の改正案の問
題点についてその議員個人の意見を聞
けたことは新鮮で、弁護士と政治家が継

続的に意見交換をすることの意義を感
じました。

私が所属する弁政連東京本部企画委
員会では、毎月の定例会でどの議員とど
のようなテーマで意見交換のイベントを
開催するかを参加者全員で意見を出し
合いながら決定しています。私のような
1年目の弁護士であっても、毎回意見を
述べて企画に参加でき、やりがいを感じ
ます。

弁政連のメンバーは大御所の弁護士
から若手まで、様々な専門分野、職場の
方がいらっしゃるので、事務所外の交流
の場としても打って付けです。今の政治
の潮流を様々な弁護士の意見から多角
的に理解することもできますし、自分の
人生設計を考える上でも、いろんなロー
ルモデルがいらっしゃるので、大変勉強
になる場所です。

弁護士1年目からみた　　
弁政連の魅力

久道　瑛未（74 期・第二東京弁護士会）




