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当神奈川支部は、本年 11月 25 日をもって、
支部設立 10周年を迎えます。支部長も、初代
小林嗣政先生、二代目清水規廣先生と続き、私
が三代目になります。平成 26年 10 月 29 日現
在の神奈川支部会員数は 166名、横浜弁護士
会会員数は 1436名ですので、加入率は 11.6％
です。加入率そのものは芳しいものではありま
せんが、地方議会議員の先生方と若手会員との
勉強会、交流会を企画し、少し
づつではあっても、会員の増強
への努力を続けております。又
この勉強会により、地方議会の
先生方と若手弁護士との交流が
進み、議員の先生方からの弁護
士の紹介によって、市民の方々
の司法アクセスが容易になり、
更に若手弁護士の職域拡大にも
資するようになりつつありま
す。

私が支部長に就任した時から
の目標は、二つありました。一
つは、国会議員の先生方との立法と司法の架け
橋としての活動に加えて、地方議会の先生方と
の交流、意見交換を密にして、市民への法的サー
ビスを容易にするための活動であります。二つ
は、今までは単位会の執行部に弁政連活動の理
解を求め、協働して立法への働きかけをしよう
という体制をとっており、執行部（特に単位会

の副会長）を経験された方が弁政連の必要性、
重要性に目覚め、弁政連活動に熱を入れるよう
になる、という流れでありましたが、これから
は先に弁政連活動を経験し、弁政連会員の中か
ら会長、副会長を送り出し、弁政連活動で得た
ものを会務活動の中で活かしてもらう、という
方向に転換させなければならない、ということ
であります。

そうでなければ、若手会員が
弁政連に入りにくい、入っても
活動の場がない、という状態が
固定してしまうと思われるから
であります。

上限金利の引き下げ、共謀罪、
ゲートキーパー等弁政連の実績
も役割も、少しづつではありま
すが、認められて来たように思
います。憲法問題でも、執行部
と協働して、弁政連としての大
きな役割を果したいと思いま

す。弁政連の実績が大なるものになればなる程、
国民の権利が、市民の権利が護られたというこ
との証明になります。

弁政連を更に発展させなければなりません。

ご挨拶
日本弁護士政治連盟神奈川支部支部長　　杉﨑　　茂　

平成 23 年 8 月　被災地訪問
中央が筆者
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明日へ─10th Anniversary

日本弁護士政治連盟（弁政連）神奈川支部設
立10周年、誠におめでとうございます。

弁政連は、昭和 34年日本弁護士連合会（日
弁連）及び弁護士会の政策実現を支援すること
を目的に設立されました。弁政連は、「法の担
い手」である弁護士と「法の作り手」である政
治（国会、地方議会等）との架け橋として自ら
を位置付けて活動して参りまし
た。日弁連自体は、弁護士自治
の強制加入団体であるため、刑
事司法手続の改正問題、民事司
法の改革問題、法曹人口問題、
司法修習生給費制問題、その他
の人権擁護と社会正義実現の法
課題について、各党への要請や
立法活動の提言などに会員の意
思確認等について重い手続きが
必要なため、弁政連は、日弁連
の意向を踏まえ、迅速かつ積極
的な活動を展開しているところ
であります。

その際、全国各地域における支部の存在とそ
の充実した活動が、弁政連活動の源泉であり、
推進力であります。それは、弁政連各支部の先
生方こそが、各地の政治状況や地元出身の国会
議員、地方議会議員及び自治体首長等との日頃
のお付き合いの中で、その地域が抱えている司

法、行政その他の切実な諸課題を熟知されてい
るからであります。

貴神奈川支部は、全国的には、支部設立が十
指に満たない時代に他会に先駆けて支部を設立
され、歴代の支部長をはじめ、会員の先生方が
その発展にご尽力いただきましたことはかねて
より承知いたしておりましたが、いよいよ本年

10 周年を迎えられ、その活動
の成果は燦然と輝いておりま
す。

私の日弁連会長時代、副会長
として日弁連会務を誠実に支え
ていただきました心友杉﨑茂先
生が現在支部長として熱心に取
り組んでいただいており、千葉
景子先生をはじめ会員の皆さま
が一丸となって頑張っておられ
ることにあらためて感謝し、貴
支部の今後ますますのご発展を

祈り、お祝いの言葉とさせていただきます。

お祝いにかえて
日本弁護士政治連盟理事長　　平山　正剛
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弁護士政治連盟神奈川支部の 10周年をお祝
い申し上げます。
私が弁護士になった約 30年前は、弁護士が
政治に関わるには政治家になるべきであり、政
治的な活動を強制加入団体である弁護士会が行
うことはタブーであるとの認識が横浜弁護士会
では大多数を占めていたと思います。そのため
に、政治色がかかった弁護士会の活動について
はかなり制約が大きかったと思
います。その頃の国家秘密法案
に関する弁護士会の活動は、こ
のような考え方と人権に関わる
問題であれば政治色を帯びてい
ても弁護士会が活動すべきであ
るとの考え方との論争がありま
した。その考え方の対立は現在
の憲法問題でも再燃しています。ただ、現在で
はそれ以上に、弁護士の激増により、人権活動
に相当の費用を使っている弁護士会のあり方自
体を問おうとしている状態となっています。そ
の中で、弁護士会自体の存在意義と活動スタイ
ルが、今までと同じでいいのか否かが改めて問
われていると言って良いのでしょう。
とはいえ、弁護士会の活動は、法律そのもの
を扱っているのですから、法律を作ること、改
訂するということにも、当然触れることとなり
ます。現実の事件や相談に接して、現行の法律
の問題点や、法の欠缺など、いろいろな面に触
れ、法律等の改善を求めることは当然のことで

す。それを現実に行っていこうとすれば、法律
を作る立法活動、つまり政治抜きで語れるもの
ではありません。
私が会長に就任した平成26年4月以降の数ヶ

月間だけでも、しばしばこのような事態に直面
しています。法曹人口問題、士業法の改訂問題、
憲法問題などで国会議員に対する直接的な要請
活動が必要なこともありました。それ以外でも、

政治家の方々への理解を得なけ
ればならない問題が山積みの状
況です。これらの問題に対して
弁護士会が意見を発表するだけ
でなく、その意見を政治家に理
解してもらい、賛同してもらう
ためには、ロビー活動のような
政治活動も必要であることは当

然のことです。
このような活動について、弁護士会に嵌めら

れた枠を超えた活動を弁政連には担っていただ
いています。他の士業の政治連盟に比して、歴
史も浅く、会員も少ない中で、この 10年獅子
奮迅の働きをしていただいていました。私も、
発足以来の会員ではありますが、ほとんど活動
に参加することなくおりましたところ、たまた
ま会長となってみると、大きな力を持っている
ことを実感させていただいています。
弁政連神奈川支部の、この 10年間の活動に

対し大いなる敬意を表するとともに、今後の大
きなご発展を祈念したいと思います。

10 周年のお祝い
横浜弁護士会会長　　小野　　毅　
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明日へ─10th Anniversary

日本弁護士政治連盟神奈川支部設立の思い出
日本弁護士政治連盟神奈川支部初代支部長・顧問　　小林　嗣政

１．日本弁護士政治連盟（以下弁政連と略称す
る）は、日弁連の国会対策等の政治活動を支
持する目的で昭和 34年に設立された日本法
曹政治連盟が前身で、その後名称の変更や機
構の改革を経て現在に至った。
日弁連は、その社会的使命を果たすための

公益活動として、法制度改
革などの政策提言や立法運
動を行うなど大きな成果を
あげてきたが、政治活動と
いう面では、日弁連は組織
的な制約をまぬかれないた
め弁政連が日弁連とは独立
の任意団体として、日弁連
と表裏の関係を保ちつつこ
れを担うことが必要である
（以上平成 14年 7月 1日発
行日弁連ニュース創刊号参
照）。

２．平成 14、15 年頃から、弁政連の前記目的
達成のためには、各単位会に支部を設置し、
会員の協力を得ると共に各地域選出の国会議
員を中心とした立法機関・所属議員との密接
な関係を築く必要があるのではないかとの意
見が、弁政連内部で高まってきた。
これらの意見を受け、平成 16年 1月 15日

弁政連東京本部が、弁政連 6番目の支部とし
て設立された。

３．当会でも、当時日弁連で副会長や各委員会
で活躍した経験から、日弁連の意見を実現す
るためには、国会や地方議会との日常的で親
密な関係作りが不可欠と考えていた佐久間哲
雄・池田忠正・伊藤正一・須須木永一・清水
規廣・杉﨑茂・高橋理一郎・木村良二・尾立

平成 21 年 7 月　イタリア視察旅行　前列中央が筆者

平成 19 年　台湾視察　台湾立法院での議員との意見交換
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孝司・本間豊・髙岡俊之各会員ら設立賛同の
有志らが中心となって、平成 16年 8月 13日
弁政連神奈川支部設立準備委員会を設置し、
数回の準備会を経て、平成 16年 11 月 25 日
横浜弁護士会館において設
立総会を開催し、翌26日総
務大臣・神奈川県選挙管理
委員会へ政治資金規正法に
基づく「政治団体設立届」
を行い、仙台・群馬・埼玉・
愛知県・大阪・東京・京都
につぐ 8番目の支部設立と
なった。
この様な経緯を経て支部

会員 111 名による支部が誕
生し、その後多くの方々の
ご協力を戴き、現在支部登
録会員は 150 名を超えてい
る。
今後も皆様のご理解を得

て、着実な成長をすること
を願っている。
（なお、平成 26 年 9 月 5
日香川県支部が設立され、
全国の支部数は 41 となっ
た）
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明日へ─10th Anniversary

弁護士政治連盟は、日本弁護士連合会及び弁
護士会の目的を達成するために必要な政治活動
及び政治制度の研究を行うことを目的とし、業
務を行っています。
私たち弁護士は、裁判などの法制度を通じて
依頼者の権利の実現や救済を行うことを業務と
しています。しかし、業務を通して依頼者の権
利実現や救済等ができたとしてもそれは個々の
事件の解決に止まり、必ずしも第 2第 3の被害
などの発生を防止したり救済したりすることに
はなりません。個別的な救済から真に一般的な
救済をするためには、私たちが職務上体験した
立法的事実を社会や国会に主張し問題提起す
る、好ましくない法律や行政運用などの改廃に
ついては反対の意見表明をするという活動が必
要です。例えばサラ金被害や保証地獄を解消す
るためには、個別的・事後的救済として裁判例
を勝ち取るだけでなく、立法的手当てや行政機
関等の取組みも必要です。そのためには、常日
頃から、ロビー活動として、議員やその政策秘
書らと接触し意思疎通を図り、弁護士会が提出
する司法制度に関する意見や立法的な提案の内
容が専門性や公益性の観点から出ているのだと
いうことを理解し信頼して頂いておくことが必
要です。また、機会を得ては、議員会館や議員
の地元事務所を訪れ、あるいはパーテイや講演
会などに参加して、議員らの政策や考えを知っ
ておくことも必要です。
弁護士業務周辺の資格者業界は業務拡大のた

めに強力なロビー活動を行っております。その
内容の多くは、弁護士法 3条（弁護士の職務）、
72条（非弁行為等の禁止）に関連して、法改
正によりそれぞれの業務権限を拡大しようとす
るものです。私たちが、その拡大要求には国民
的な要求や運動がある訳ではない、その業界の
都合のみ、と主張しても、政治は力でもありま
す。関連士業界の政治力には大きなものがあり、
弁護士もただ傍観しているわけにはゆきませ
ん。弁護士会が政治的な力をつけるためにも政
治連盟の活動を大きくしてゆく必要がありま
す。
政治の現場は、政治家の選挙区にあります。

弁政連支部は、地方議員の方々と交流し、例え
ば家庭裁判所の容量不足、支部ごとの裁判員裁
判の実現など司法制度上の諸問題について理解
して頂き、地方議会議決の実現などに力を貸し
て頂いています。また、選挙民から議員へ持ち
込まれる法的問題の解決のために弁護士の方か
ら知恵を出したりしています。
最後に、与野党を問わず弁護士出身の政治家

は、弁護士・弁護士会の考え方への理解が深く、
かつ、弁護士会が提案した内容の実現に向けて
大きな力を貸して頂けます。したがって、弁政
連は、弁護士の中から政治家を志す人を求めて
います。そして、政治家希望の方があれば、弁
政連は応援しますので、我こそは、という方は、
是非、弁政連に入会して頂きたいのです。

弁護士政治連盟の役割
日本弁護士政治連盟神奈川支部前支部長・理事　　清水　規廣　

平成 21 年 2 月　首相官邸見学　前列左から2 人目が筆者
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「ベンセーレン？・・・」
「弁護士」といえば、実像はともかく世間で
その名を知らぬ人はまずいません。しかし、「弁
政連」となると、世間でその名を知る人はまず
いないでしょう。弁護士仲間ですら知らない人
もいるようです。現在でもこのような状況なの
だから、ましてや私が初めて参議院選挙に出馬
した 1986 年当時は、弁政連神奈川支部など影
も形もなく、弁政連の推薦があったのか否かす
ら記憶に残っておりません。ただ当時、弁護士
としても駆け出しの部類で、風采も上がらず、
人前で演説することも覚束ない私（それでよく
も選挙に挑戦したもので、恐い者知らずとはよ
く言ったものだ）に、横浜弁護士会の弁護士仲
間も見るに見かねたのでしょう、陰に陽に何か
と応援して下さったこと、私にとって忘れ難く
心に刻まれています。以来、私の実家は横浜弁
護士会ということになりました。実家には頭が
上がないものです（笑）。また今だから言えま
すが、応援弁士には困惑したこともありました。
と言うのも、みなさん熱弁を振るって私を盛り
立てようというわけですが、本人と言えば演説
は下手、訴えたいことは応援弁士が前座で全部
喋ってしまうのですから、本人の存在感は極め
て薄くなってしまう。有難いやら何やら。これ
も懐かしいことです。
そもそも弁護士会は、弁護士自治を有し権力
には委ねず、強制加入団体であることから一党
一派に偏ることを良しとしない考え方がありま

す。だから、弁護士会として政治とは一線画す
べきとされてきたのです。これ自体否定するも
のではありませんが、市民の生活や人権の侵害
などに直接係わり、その解決に取り組んでいれ
ばこそ、むしろ政治に向け必要となる政策やそ
のための立法措置などについて発言し、問題提
起すべき立場に立っているともいえます。その
役割が発揮されるようになったのは、国会で議
員立法の取り組みが活発になったことと表裏で
す。現在でも制定される法律の 90％以上は所
謂「閣法」と呼ばれる内閣提出の法律案ですが、
立法機関としての国会がその役割を積極的に果
たそうという気運が生まれ、議員も競い合って
議員立法に取り組むようになりました。私も、
女性や人権課題、働く者、納税者、消費者など
に関する議員立法を数多く提案してきました。
そのきっかけは弁護士や弁護士会、NGO等か
らの問題提起、ご意見でもありました。弁護士
や弁護士会も、法律の制定や改正が必要となる
課題を、理解のある議員等に積極的に持ち込む

弁政連と〝協働〟して―支え、支えられ―
元法務大臣・日本弁護士政治連盟本部副理事長　　千葉　景子　

平成 18 年 3 月　参議院副議長公邸見学　参議院議員の頃
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ようになりました。そこに法制定や法改正に関
する〝協働〟が生まれ、弁護士や弁護士会が議
会のシンクタンク的機能を果たすようになって
きたのです。私も議員立法をする際には、多く
の場合、日弁連やその課題に取り組んでいる弁
護士の方々と協議を重ねて法律案をまとめてき
ました。私にとって心強く、なくてはならない
〝Ｍｙシンクタンク〟でした。
ところで先にも述べたように、弁護士会と政

治との関係には自ずと制約があります。だから
弁護士会とは別に、弁護士が任意で加入し、個
別の政党や政治家などを介して政治を動かす組
織が求められるわけです。「弁政連」の登場です。
活動は日弁連や弁護士会と離れて勝手なことを
やるわけではなく、あくまでも日弁連や弁護士
会の求める法制定や法改正を実現すべく、理解
のある政治家を支援し、働いてもらうというこ
とです。いわば日弁連や弁護士会のバックアッ
プ組織とも言えるでしょう。「弁政連神奈川支
部」も結成以来、神奈川県内を選挙区とする議
員を支援し働かせてきたわけです。私などその
モデルのようなもので、勝手に弁政連神奈川支
部重点議員のつもりで働いて（働かされて？）
きたと自負しています。残念ながら弁政連は、
〝色男、金と力はなかりけり〟の様相で、神奈
川支部もご多分に漏れませんが、悲観してはい
けません。政治家にとっては、「弁政連」の推
薦を得ることで〝票〟の期待はそこそこでも、
社会的に権威のある「弁護士会」のお墨付きを
得ることになり誇らしいものです。弁護士、特
に若手の弁護士にとっても、弁政連に加入して

活動することで政治の裏側を覗き見る機会もで
きますし、人脈を増やし、仕事の場を拡大する
チャンスにもなります。毛嫌いせずに気楽な気
持ちで参加してみるといいと思います。
議員在職中、もともとの仲間であるとの気持

ちも含めて、神奈川支部のみなさんとは親しく
〝協働〟の関係を築いてきましたが、窓口とな
る私の秘書のほうが、支部役員をはじめ支部会
のみなさんと親しかったようで、ご指導もいた
だいたと感謝しています。国会見学、議長や副
議長表敬・懇親会、ついでに最高裁視察（内緒
で裁判官席にチョッと座らせてもらったり）、
法務大臣の際には大臣室に押しかけ（？）懇談
等々…。もちろん本来の目的は政策提起や法改
正要請で、見学は〝おまけ〟であること誤解（？）
なきよう。また、支部活動の目玉商品である海
外視察に関して、訪問先議会との調整などのお
手伝いもできました。支部活動の 10年を楽し
く〝協働〟できましたこと、心から感謝です。
今実家に戻ってきました。これまでいただい

たご交誼にご恩返しできればと願い、これから
は弁政連の一員として末席ながら微力を尽くし
てまいりたいと思います。

平成 18 年 3 月　国会見学　前列右から3 人目が筆者
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澤　田：本日はお忙しい中、弁政連神奈川支部
10周年企画にご協力いただき、ありがとうご
ざいます。佐々木先生は、横浜弁護士会会員
で参議院議員でもいらっしゃるわけですが、
当会にも先生と同じ志を持つ若手弁護士がい
ると思いますので、今回は、弁護士が政治家
になるまでのプロセスを中心にお話を伺いた
いと思いますので、よろしくお願いします。
　
平成19年に弁護士登録をされていますが、政
治家になることを考えたのは、いつごろ、どの
ようなきっかけからですか。

澤　田：政治には、いつ頃から興味を持たれた
のですか？
佐々木さん：そうですね、自分が国会議員にっ
て、いうふうには思っていませんでしたけれ
ども、政治には学生の頃から興味はありまし
たね。今考えると、高校生のときは国際関係
とか国際政治、何か世界の平和のために、み
たいなことに興味を持っていましたし、大学
生のときは民主主義とかがテーマのシンポジ
ウムに行ってみたりしていました。大学時代
に国際連合研究会っていうのに入ってみたと
いうことも、政治に興味があったからです。
澤　田：具体的に、政治家になりたいと思った
のはいつ頃ですか？
佐々木さん：政治の重要性っていうのは、東日
本大震災で被災地の方々のお話を聞いたりし
たりとか、ふだんの弁護士業務でもやっぱり
感じることがありました。
　　直接のきっかけは、松あきら先生が引退を
されるので、その後任の候補を探していると、

声をかけていただいたことです。
澤　田：弁護士の仕事をしている中でも、仕事
として議員さんとのつながりとかというもの
があるのですか。

佐々木さん：ええ、ありました。私は弁護士業
務をしていたころに結構、市議会議員の先生
方とか、知り合いが多かったですし、私自身、
公明党の党員でもありましたので。特に公明
党の地方議員さんたちは日常的に市民相談を
やっているので、市民から困り事を聞くわけ
ですよね。その中で行政の問題は行政でやっ
て、でも破産手続をしないといけないという
こともありますし、そういう法律的な問題に
ついては弁護士に相談をするということで、
そういう中で結構お付き合いがありました
ね。

澤　田：公明党の党員になられたきっかけは、
何ですか。

佐々木さん：今の若い人は余り選挙にも行かな
い、政治に関心がない訳なんですけど、私は、
自分が活動して、実際に投票して、その上で
批判するとか、意見を言うっていうのはいい
と思うのですが、全く関与しないで、完全に

弁護士として、政治家として
一弁護士が立法に関与すること

インタビュアー：日本弁護士政治連盟神奈川支部幹事　　澤田　久代

横浜弁護士会会員・参議院議員

佐々木　さやか　さん
特別インタビュー
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政治家とかに任せてしまうというのは、信条
として、信念として良くない、自分は精力的
にできるだけかかわって、その上で意見を
言っていきたいなっていう思いがあったの
で、選挙活動をお手伝いするようになりまし
た。そうやって活動していると「党員になり
ませんか。」って言われたので、「じゃ、なろ
うかな。」っていう感じでした。

澤　田：そういうお付き合いの中から、弁護士
業務としての法解釈だけでの解決では足りな
い、と思うような場面がありましたか。

佐々木さん：そうですね、例えば、刑事事件で
は、どうやって再犯を防ぐか、なかなか葛藤
を感じるところですが、それで今の刑事司法
はこれでいいのかなとか。また債務整理の相
談なんかを受けても、債務は整理できるけど、
その方の収入が劇的に変わるわけじゃない
し、「じゃ、その人の生活を明日から具体的
にどうするのか。」っていったら、行政の福
祉の制度が必要になるわけです。法律だけで
はなかなか全部は解決できない、社会の制度
だったりとかが必要だと感じることが多かっ
たですね。

澤　田：そういう中でのお誘いがあって、具体
的に政治家になろうと決意されたわけですね。

平成24年 9月に参議院神奈川選挙区で公明党
の公認を受け、巷で先生のポスターをお見かけ
するようになったのですが、公認までのプロセ
スをお聞かせ下さい。

澤　田：お誘いを受けて、具体的にはどのよう
なプロセスを経て、政治家になることになっ
たのですか。

佐々木さん：私は、普通の弁護士よりは多少政
治に興味があって、自分も党員として活動し
て、例えば選挙活動をやったりとか、議員さ
んたちのいろんな政治活動を手伝ったりはし
ていましたけど、自分が議員の子供でもない
し、自分が議員になれるっていうふうにも余
り思っていませんでした。ですので、お誘い
を受け、自分に本当に務まるだろうかとか、
いろいろ悩みましたけども、活動は興味があ
りましたし、こういうチャンスがあると思い、
悩んで決めた感じです。

澤　田：どれくらいの期間、悩まれたのですか。
佐々木さん：１カ月ぐらいですね。
澤　田：具体的にどんなことを悩まれましたか。
佐々木さん：そうですね、非常に重大なことな
ので、とても興味本位で受けられるような話
じゃないですし、本当に最後まで信念を貫け
るだろうかというところで悩みましたね。自
分は政治家になるために今まで勉強したわけ
でもないし、政治家の子供でもないし、政治
家になるような準備をしてきたわけでもない
し、そういう自分が引き受けて、引き受ける
以上は当選をさせていただきたいということ
でやるわけなので、国会議員になって、本当
にその責任を果たしていけるかと悩みまし
た。人生経験も比較的少ないですし。非常に
悩みましたけれども、やっぱり若手だったり
とか、弁護士としての経験が多少あったりと
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か、女性というところだったりとか、あとは
政治家の家系とかというわけじゃない、そう
いう人が、国民はたくさんいるわけですから、
そういってみれば普通の市民の代表というこ
とでやらせていただくっていうのは、それは
それで意味があるんじゃないかなというふう
に思いまして、決断しました。
澤　田：抱えている事件とかのことは悩みませ
んでしたか。
佐々木さん：そうですね。その点はもう一生懸
命、引き継いでいただいて。事件の引き継ぎ
自体は、当時所属していた事務所の先生たち
が協力してくださったので、ありがたかった
です。
　
そして、平成25年 7月の参議院選挙に臨むこ
とになり、弁政連も推薦等で応援させていただ
きました。この選挙で見事初当選されたわけで
すが、当選した時のお気持ちはいかがでしたか。

澤　田：当選したときのお気持ちはどのような
ものでしたか。
佐々木さん：なかなか一言では言い表しにくい
んですけど、やっぱりそれだけ多くの方に支
持をしていただいたということについて本当
に嬉しいなと素直に思いました。また応援し
ていただいた方たちに喜んでいただけてよ
かったなという思いがありました。それと、
司法試験に合格したときと多少似ているかも

しれませんけど、何ていうんですかね、ほっ
とするというところもありますし、純粋に嬉
しいというところもありました。でもこれか
らが、特に政治家はその瞬間から非常に重た
い責任を負いますので。私は司法試験に受
かったときも、最初は嬉しいっていう感じで
したけど、ふとしたときから、「あ、自分は
もう弁護士として振る舞わなきゃいけないん
だ。」というか、何か非常にそういうことを
思ったことを覚えています。

当選から1年が経過したわけですが、政治の世
界に入って戸惑った点、法律の世界とは大きく
異なる点、などはありましたか

澤　田：当選から１年ぐらいですが、どうですか。
佐々木さん：早かったですね。また、本当に忙
しかったです。

澤　田：先生のご本（注）で、事務所の先生が
すごく遅くまで仕事されていたって書かれて
いましたけど、弁護士業務と比べて今のお仕
事のほうが忙しいですか。

佐々木さん：そうですね。弁護士業務も大分忙
しかったなと思うので、どっちもどっちなん
ですが。でも、内容がやっぱり違いますし、
あとは時間の使い方でいうと、私が弁護士業
務をしていたときは、どちらかというと夜型
だったのですが、議員の仕事は朝早いことが
結構ありますね。

横浜弁護士会会員・参議院議員

佐々木　さやか　さん
特別インタビュー
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澤　田：確かに議員さんは、朝のミーティング
とか、朝食会とか多いですものね。

弁護士としての知識・経験が政治家として役に
立った、ということはありますか。

澤　田：弁護士と議員とで仕事の仕方や視点と
かで、何か変わることがありましたか。

佐々木さん：そうですね、仕事の内容としては、
似ているところもあるし、全然違うなと思う
ところもありました。

澤　田：似ているのはどんなところですか。
佐々木さん：何でしょうか、やはりバランス感
覚が必要という点ですね。弁護士の仕事は依
頼者の利益が最優先ではありますけど、相手
のことを考えることも必要です。正義にかな
うとかということも考えますよね。政治家の
仕事も、いろんな仕事がありますけど、市民
相談っていうのを受けることもありますし、
そういうことの解決策をいろいろと考えたり
とか、その地域のこういう問題をどう解決す
るかっていうのを考えるのときには、バラン
ス感覚が必要だと思います。また法律を改正
するとか、法案をつくるとか、制度を新しく
作るっていう場合も対立利益があるわけです
よね。それが予算の問題であればこっちの予
算を確保するにはあっちを削んなきゃいけな
いとかっていうがあるので、限られた時間と
資源の中で最大限、いいものを作っていくた
めにはどうしたらいいかとか、ということも
あります。

　　あと似ているなと思うのは、弁護士の仕事、
私はたかだか５年ぐらいですけども、事件を
解決するときには、人間力っていうか、依頼
者との関係もそうですし、相手方との関係で
も、この先生が言ったら説得力があるとか、
あるじゃないですか。法律上の理論、正論だ
けじゃなくて、やっぱりそういうところがあ
る。政治の世界っていうのも、政策とか正し
い理論っていうのももちろん重要ですけれ
ど、それを実現するためにいろんな方の協力

を得なきゃいけなくて、そういうのは理屈
だったりとか、理屈じゃなかったりとか、い
ろんな方と人間関係を築いたりとか、あとは
相手を説得するっていうところでは、この先
生が言うんだったらっていう、人間力ってい
うのがあると感じますね。

澤　田：なるほど。逆に違うところは、どうい
うところですか。

佐々木さん：違うところは、たくさんあります
けど、根本的なところを言えば、やっぱり法
律とか制度とかを変えようと思えば直接変え
られるというところは非常に影響力が大きい
と思います。また制度自体、法律自体はその
ままだけれども、こういう運用だったらいい
のにな、とかいうところがあるじゃないです
か。そういうことも、弁護士の業務をしてい
たときは、１つの声ではあるけれども、そう
言ったからといって運用が変わることはなか
なかないですが、政治家という立場にあると、
いろんな関係省庁と話し合って、「これの運
用はどうなっているんですか。」とか話をす
れば、そこで通達が出て変わるということも
あるわけです。

今後、弁護士が政治家として、あるいは政治の
中で活躍する場は増えるとお考えですか。

澤　田：政治家として、今後、弁護士が活躍す
る場は増えるとお考えですか。

佐々木さん：はい。私が今個人的に興味がある
のが、司法ソーシャルワークです。法テラス
とか法務省がやるって言っているので、法テ
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ラスが注目されているんですけど、本当は法
テラスじゃない先生方だって今までそういう
お仕事をしてきていると思うんですよね。先
生方が業務をやっていらっしゃる中で、法律
扶助の制度がもっとこうだったらいいなと
か、運用がこうだったらいいのにな、とか、
私も法テラスを使って仕事をしていたんでい
ろいろ思いました。
　　今度、出張相談とか、福祉との連携とか、
司法ソーシャルワークの仕事がしやすいよう
に総合法律支援法を変えます。変わることで、
司法ソーシャルワークがもっともっと広がっ
て、法テラスの先生方以外の先生方にもぜひ
やっていただきたいなと思っています。今回、
総合法律支援法を改正して、いろいろと制度
の改善をするんですけど、その法律案をいい
ものにするのが必要であると考えています。

ご承知のように、弁政連は政治と弁護士あるい
は弁護士会との架け橋としての役割を担ってい
ますが、弁護士と政治に関して、特に若手弁護
士に対するメッセージをいただけますか。

澤　田：弁護士である政治家の方というのは、
我々から見ると、ベースが一緒なのでいろい
ろなことをお願いしやすいと思うのです。弁
政連も、政治と弁護士や弁護士会の架け橋と
しての役割を担いたいと考えているわけです
が、先生のように若くして政治家になられて
みて、特に若い弁護士に対してのメッセージ
を頂きたいと思います。
佐々木さん：そんな偉そうなことは言えません
が。私が政治家の仕事をするようになって感
じたことの１つは、制度を１個つくりたいと
か、こういうふうにしたいとかっていうふう
に思っても、やはり私１人だけが思っている
だけでは進みません。それを同じように思っ
て応援してくださるいろんな方がいらっ

しゃって初めて私も強く言っていけるってい
うところがあります。弁政連の先生方、日弁
連の先生方のいろんなご意見は本当に貴重で
す。私もいつも委員会の質問のときも勉強さ
せていただいているんですけど。政治家って
いう立場でも、政治家っていう立場じゃな
かったとしても、政治にかかわるとか、政策
にかかわる場って、特に弁護士の先生方には
本当にたくさんの機会があると思いますの
で、若い先生方には積極的にそういう場に
行って勉強していただいて、意見を言ってい
ただければ、一緒に良い制度を作ることがで
きると思います。

澤　田：若手弁護士は、どうしても日々の業務
でいっぱいで、なかなか、大変なのではとも
思いますが、この点はいかがですか。

佐々木さん：私もそうだったんですけど。特に
私は最初東京にいたので、東京は数が多いで
すから、余り人脈でっていう、紹介していた
だくっていうのも少なかったのかもしれない
ですけど、横浜弁護士会はまだ顔が見える。
ですから、いろんな機会をぜひ利用していた
だきたいなと思います。

澤　田：若い会員にも、チャンスがあったら、
政治家になってみては、とは思いますか。

佐々木さん：実際に政治家になってみて、やは
り大変な仕事なので、簡単に「やってみたら
どうですか」とはなかなか言えないですけど、
重要かつ大変やりがいのある仕事であるとい
うことは申し上げたいと思います。

澤　田：「本日は、お忙しい中ありがとうござ
いました。今後の益々のご活躍をお祈りして
おります。」

（注）佐々木さやか議員　著書
「まっすぐ見つめ、   まっすぐ進む。」潮出版社
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ge
横浜弁護士会会員・参議院議員

佐々木　さやか　さん
特別インタビュー
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明日へ─10th Anniversary

神奈川支部設立 10 周年記念誌に寄せて

このたびは、日本弁護士政治連盟神奈川支部設立10周年を迎えられる
とのこと、心よりお祝い申し上げます。日弁連及び弁護士会の会員のみな
さまが、日々の諸課題を実現するため政治活動、制度研究などにご尽力、
貢献されておられることに深く敬意を表します。
みんなの党では2050年に理想とする日本社会のありかたを考え、実現

するための個別政策を打ち出すべく日々尽力して参る所存です。
貴弁政連のますますのご発展、ならびに皆様のご健勝を祈念申し上げま

す。

日本弁護士政治連盟神奈川支部設立10周年を心より御祝い申し上げま
すと共に、杉﨑支部長初め、これまで支部の運営に携わって参りました関
係者の皆様に対しまして、心より敬意を表します。
我が国の三権の一翼を担う司法に携わっておられます皆様の日々の活動

は、非常に重要な役割であります。なぜなら、国民の日々の生活の中で起
こる様々な解決が難しい問題を、司法の場で議論して、裁定しているから
であります。
今後とも、神奈川県支部の皆様におかれましては、引き続きの県内法曹

界への貢献を果たされますことを、お願い申し上げますと共に、10周年を契機と致しまして、今後益々
の御発展を御祈念申し上げ、御挨拶と致します。

日本弁護士政治連盟神奈川支部10周年、心から祝意を申し上げます。
日弁連所属の有志の方々により設立された弁政連は、積極的に立法・行

政に働きかけをされ大きな成果を得ておられます。大変重要なことだと身
をもって感じております。
今後とも、皆様には議会に、政党に、政治家に実務経験に裏打ちされた

意見を表明され、まさにシンクタンク機能を発揮されますことをご期待申
し上げております。

みんなの党代表・衆議院議員　　浅尾　慶一郎　さん

経済再生担当大臣・衆議院議員　　甘利　　明　さん

参議院議員　　井上　義行　さん
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日本弁護士政治連盟神奈川支部設立10周年にあたり、心からお祝いを
申し上げます。
法科大学院が定員割れを起こすなど、いま、法曹養成制度は危機に瀕し
ています。こうした危機に対して自民党は、司法試験合格者削減の緊急提
言を行うなど対策を講じていますが、司法修習生への貸与問題等、課題は
まだまだ山積しています。私は、政権与党の一員として、司法と政治の架
け橋である皆さまと手を携え、こうした諸課題に取り組んでまいる所存で
す。
貴連盟の益々のご発展を祈念し、挨拶とさせていただきます。

参議院議員　　島村　　大　さん

日本弁護士政治連盟神奈川支部は設立10周年を迎えられましたことに、
心からお祝いを申し上げますとともに、刑事事件や人権問題はもちろんの
こと、先の東日本大震災被災者の支援活動など、幅広い活動をされており
ますことに敬意を表します。
私も微力ではありますが、政治連盟のみなさまにご指導を仰ぎながら、
参議院議員として国政の場でお手伝いできるよう、精一杯がんばってまい
ります。
貴会の今後益々の御発展を祈念いたします。

民主党神奈川県連代表・参議院議員　　金子　洋一　さん

弁政連神奈川支部10周年おめでとうございます。先生方には、国と地
域社会の安全、社会正義の達成、国民の権利擁護にご尽力いただいており、
深く敬意を表します。法案等の立案・審議においても度々貴重なご意見を
賜り、感謝いたします。わが国の司法制度は、依然として国民のニーズに
十分応えられていない面もあり、今後とも制度の拡充、新たなニーズへの
対応等に向けご指導をお願い申し上げます。

衆議院議員　　上田　　勇　さん

16



明日へ─10th Anniversary

日本弁護士政治連盟神奈川支部設立10周年を心よりお慶び申し上げま
す。
日々、県民目線、国民目線の適正な司法制度の活用、実現に向け、皆様

がその高い専門的知見、高度の倫理観を持ち、議員との懸け橋として積極
的に活動を展開されていますことに敬意と感謝を表します。
10周年を契機に日本弁護士政治連盟神奈川支部の益々のご発展、皆様

の更なるご活躍を祈念いたします。

日本弁護士政治連盟神奈川支部設立10周年、誠におめでとうございま
す。心よりお慶び申し上げます。
長きにわたり支部の活動を支えてこられた歴代の役員、会員の皆様方の

ご尽力に敬意を表しますとともに、皆様と同じく法律や政策に携わる者と
して、これからの日本のため、私も精一杯頑張ってまいる所存でございま
す。
最後に、弁政連神奈川支部の今後ますますのご発展と会員の皆様のご活

躍、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。

今般、日本弁護士政治連盟神奈川支部が、めでたく設立10周年を迎え
られましたことを心よりお慶び申しあげます。
また永年にわたる身近な法律家としての高度な専門性と強い責任感に基

づく日々の多大なる社会貢献に衷心より敬意を表します。
我が国は2020年オリンピック・パラリンピック東京大会までに「世界一犯

罪の少ない国、日本」の実現を目指しており、私も党保護司議員連盟会長、
刑務所出所者等就労支援強化特命委員長として懸命の努力を致しております。
また、そのためには法曹関係者各位が存分に活動できる環境整備も極め

て重要で、刑事司法制度改革等の諸課題にも真剣に取り組むことをお誓いし、私の祝辞と致します。

内閣官房長官・衆議院議員　　菅　　義偉　さん

衆議院議員　　鈴木　　馨祐　さん

自由民主党組織運動本部長・衆議院議員　　田中　和德　さん
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日本弁護士政治連盟神奈川支部設立10周年誠におめでとうございます。
横浜弁護士会の皆様には知事の当時より大変にお世話になっておりま
す。県政では、各種審議会の委員や顧問などにご就任頂きました。国政復
帰後も政策立案などでご助言を頂いております。このように弁護士の皆様
に政治や行政にご参画頂けるのも弁政連のご尽力の賜物と深く感謝する次
第です。
神奈川支部の更なるご発展を祈念いたしましてご挨拶とさせて頂きま
す。

設立10周年おめでとうございます。
「国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現」という社会的使命の実現
を目指し、より良い日本を創るために専門家としての弁護士皆様の益々の
ご協力が必要になっています。
私も、官房副長官、自民党横浜市連会長等の立場から、常に地元の弁護
士の先生方との意見交換をさせて頂いて参りました。さらに在るべき弁護
士像を求め共に研鑽を積んでいきたいと存じます。
今後一層のご隆盛は、もとより、杉崎支部長はじめ先生方の益々のご発
展を心からお祈り申し上げます。

前神奈川県知事・参議院議員　　松沢　成文　さん

自由民主党政調会長代理・衆議院議員　　松本　　純　さん

日本弁護士政治連盟神奈川支部様�設立10周年を祝し、心かお慶び申し
上げます。
私は以前米国弁護士として、アメリカで法律関係の仕事に携わってまい
りました。
また、夫や義理の父も現役の弁護士として働いております。それらの関
係からも、弁護士の皆様が社会正義を実現するため、積極的に政治に働き
掛けを行っていくという貴会のご活動の意義は認識しているつもりでござ
います。
今後も弁政連神奈川支部様のご活動の一助となるべく努めて参ります。

参議院議員　　牧山　ひろえ　さん
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明日へ─10th Anniversary

　
　　　
弁政連って何？

日本弁護士政治連盟神奈川支部幹事　　中村　律夫

日本弁護士政治連盟（略称「弁政連」）は、
昭和 34年、弁護士会のさまざまな課題を実現
するために、会員のマンパワー特に政治力を結
集して政治活動を展開することを目的として、
日本弁護士連合会（日弁連）とは別の独立した
組織として設立されました。この設立時の目的
は、平成 9年に制定された現在の弁政連規約 3
条の中で「日本弁護士連合会及び弁護士会の目
的を達成するために必要な政治活動及び政治制
度の研究を行うことを目的とする」と規定され
結実しています。そして、弁政連は、この目的
に賛同する会員をもって組織され、今では（平
成 26年 9月 30日現在）、全国に 41の支部も設
立されています。
この目的を実現するための弁政連の任務は、
現理事長も述べているように、1つには日弁連
の政策を迅速、的確にバックアップすること、
2つには各政党との関係においていたずらに対
立構造をとるのではなく、常に国民・市民の立
場に立って、常に前向きかつ率直に要請、提言
の活動を行うことにあります。
たしかに「政治」と聞くと、それだけで毛嫌
いする会員がいるかも知れません。また政治と
一線を画し、中立・公平な立場を維持しなけれ
ば、弁護士の社会的使命である「国民の基本的
人権の擁護と社会正義の実現」を図ることがで
きないと考える会員もいるかもしれません。
しかし実際には、日弁連及び弁護士会も政策
を立てていますし、日々、日弁連及び弁護士会

の会長が声明等を発信しています。それらは、
政治色の濃いものですし、端的に法律の制定・
廃止に関わるもの、立法の阻止に関するものも
あります。これら政策や政治声明を政治的に実
現するためには、日弁連と連携し一体となって、
法の創り手である政治家と密に連絡・連携を取
り合って立法に関わる活動をする必要がありま
す。近年は、日弁連執行部と各政党の党首級が
出席する会合が定期的に開催されています。ま
た、弁政連本部には、総務・財務・組織強化・
企画・広報などの委員会があり、その中で若手
会員が中心的活動を担っている企画委員会で
は、若手国会議員と懇談したり、ロビー活動の
研究をしたり、若手の業務拡大など斬新な活動
を展開したりしています。そのような活動を通
じて、法の担い手である弁護士と法の創り手で
ある国会議員及びその他議員との架け橋となっ
ています。
他方、やはり政治に対しては、裏工作や利権

にまつわり多額の金品が動くとの胡散臭いイ
メージも強いですし、また、最大多数の最大幸

平成 19 年 2 月　台湾視察　正面中央が筆者
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を図り、各政党間の結論の差異が、いかなる目
的・いかなる価値観の違いに基づくものかを的
確に見極め、民主主義の論法に従って、お互い
に相手の立場を尊重して対話することができる
ような環境を作ることに尽力しています。
さらに、政治制度やその仕組みについては、

各政党が精通していますが、公職選挙法の研究
など法的問題については、弁護士の方が精通し
ています。そこで、弁政連各支部では、地元議
員とさまざまな意見交換会を開催したり、例え
ば元検察官の会員を招いて選挙違反の勉強会を
開催したりして、それぞれの専門分野に関する
情報交換をしたり、その情報交換を通じて、相
互理解を深めたりしています。

福という功利主義に基づいて法を創る政治家の
思考と、国民の基本的人権の擁護と社会正義の
実現を図るといういわば少数者の権利を擁護す
る法の担い手である弁護士の思考とは相反する
面もあります。そこで弁政連は、その社会的使
命を重視して、特定の政党に肩入れしたり、献
金などまでして弁護士に都合の良い政策をゴリ
押ししたりして、各政党間の対立をいたずらに
激化させようとするのではなく、また政治家に
媚びるものでも、おもねるものでも、癒着した
りするものでもなく、逆に政治家に利用された
り、取り込まれたりするものでもなく、あくま
でも中立・公平な立場を維持し、国民・市民の
立場に立った要請・提言ができるよう各政党に
対し広く万遍なく日常的なコミュニケーション

弁政連での活動
日本弁護士政治連盟神奈川支部幹事　　井澤　秀昭

１　弁政連の活動は堅苦しい？
「弁護士政治連盟（以下「弁政連」という。）
の活動」などというと皆さんは堅苦しい何か得
体のしれない感じをお持ちになるかもしれませ
ん。しかし、「弁護士政治連盟神奈川支部」（以
下「神奈川支部」と言います。）の活動は全く
そのようなことはありません。「会務は楽しく
なければならない。」という理念の下に理事・

幹事はもちろん当支部のメンバーは皆さん楽し
く活動しています。以下では、これまでに神奈
川支部で行われた活動についてご報告させてい
ただきます。

２　神奈川支部のこれまでの活動
弁政連の目的は、「弁護士の政治力を結集し

て弁護士会の諸課題を実現するための政治活動
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を展開する」ことにありますから、弁政連のメ
ンバーが平素から各政党やその所属議員の方々
と日頃からコミュニケーションをとり相互に理
解を深めていくことは必要不可欠です。
そこで、神奈川支部では、これまでに各政党

との勉強会、意見交換会を何度か行ってきまし
た。勉強会、意見交換会を行うことで各党の政
策、それぞれの立場を理解することができ、他
方、弁護士会の諸課題について各政党に理解を
深めてもらうことができました。勉強会、意見
交換会は、通常懇親会とセットになっており、
そこでは普段とは違う議員の人柄を知ることが
でき、また普段は聞くことのできない話なども
聞くことができ良好な人間関係を構築すること
に役だちました
また、実際の政治の場となっている国会等を

訪問して見学調査することで知見を広めておく
ことも弁政連の活動に有益であるとの趣旨か
ら、総理官邸訪問、国会訪問（衆議院予算委員
会傍聴、参議院法務委員会傍聴）、参議院議長
公邸訪問、衆議院副議長公邸訪問などを行って
きました。

３　このような訪問、調査は、日本国内にとど
まらず、台湾の立法院やイタリア（ローマ）議
会への訪問、調査をも行ってきました。いろい
ろな国々を訪問し、議員と会談したり、その国・
土地の美味しい料理、酒をいただくことで楽し
く知見を広めてきました。

４　このような日頃の活動によって得られた知
識、人脈等を駆使して、神奈川支部では、弁政
連の本来の目的である弁護士会の諸課題を実現
する政治活動を行っています。たとえば、法曹
人口問題や捜査の可視化実現、給費制維持等
様々な諸課題について議員会館を訪れ各議員に
陳情するなどのロビー活動を行ったり政党の朝
食会等様々な集まりに出向いて行って諸課題に
ついて説明し、理解を深めてもらうなどの活動
をしています。

５　このように神奈川支部の活動は、多岐にわ
たりますが、冒頭で述べたようにそこには堅苦
しさは微塵もありません。楽しく活動している
ことが自然と弁護士会（所属会員）のためになっ
ているのです。
　まだ弁政連に入っておられない方は、これを
お読みになったらこれを機会に弁政連にお入り
になりませんか。神奈川支部は、横浜弁護士会
の会員の皆様のご入会をお待ちしております。

平成 19 年　台湾視察　右端が筆者
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対　談：神奈川支部 10 年の歴史

【大島】「今日は、弁政連神奈川支部元幹事長尾
立孝司さん、前幹事長本間豊さんに、当支
部設立から 10年の歴史を振り返っていた
だきたいと思います。最初に、尾立さん、
平成 16年に当支部を設立することになっ
たきっかけはどのようなものだったのです
か？」

【尾立】「平成 14年私は、横浜弁護士会の副会
長をしておりまして、その後役で平成 15
年に弁政連本部の理事になり、弁政連関係
の会合に参加するようになりました。その
時、本部の理事の小林嗣政先生、元日弁連
副会長の須須木永一先生、当時の日弁連副
会長であった清水規廣先生らがいらっ
しゃって、会合の後、食事をしながら、小
林先生たちは、弁政連の必要性と国会議員
の地元にも弁政連の支部が必要であること
を話されました。そのような中で、神奈川
にも弁政連支部を設立しようということに
なり、そのメンバーの中で一番若手の私が
事務局長を仰せつかることになりました。
先輩弁護士に囲まれて、事務局長就任をい
やとはいえない雰囲気でしたよ（笑）。」

【本間】「尾立さんそれは大変でしたね。でもさ
すが、支部設立までは順調に行ったのでは
ないですか？」

【尾立】「いやいや。当時、弁政連は会員の認知
度も低くて、弁護士は政治とは一線を画す
るべきだという考えが大方を占めていたか

ら、支部設立の準備を手伝っていただける
方といえば、会長経験者と一部の副会長経
験者でした。でも小林先生が、当時若手の
「おっ失礼！」、今もお若い澤田久代さん、
髙岡俊之さんや井澤秀昭さんを誘ってくれ
ました。若手が入り、設立準備会も楽しく
なりました。会議の後に本会議と称して居
酒屋「楽市楽座」に食事に行っていました
が、重要な話は会議ではなく、宴会で決まっ
ていましたね。あるときの本会議、宴会で
当支部の会報を出すことになり、会報の題
名が「明日へ」に決まったのです。」

【本間】「宴会で事が決まるなんて、料亭政治と
いうのも理解できますね（笑）。弁政連は、
弁護士が立法過程に関わって新しい法律や
政策を作ろうというのが目的ですから、明
日へというのは良い題名だと思います。当
支部の愛称は明日への会ですが、それは先
に会報の題名が決まったのですね。次は設

元幹事長　　尾立　孝司
前幹事長　　本間　　豊

司会：現幹事長　　大島　政寿

平成 21 年　イタリア視察旅行
左から2 人目が尾立元幹事長　令夫人と
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立総会ですね。」
【尾立】「平成 16年 11月に設立総会を開催する

ことが決まり、弁政連及び支部設立を広報
する会報も発行できました。しかし、当初
50人弱しかいない弁政連の会員をどうす
るか、先立つもの（資金）をどうするか、
結局小林先生らが立て替えや、自腹を切ら
なければならないような状況でしたね。

【大島】「ゲッ！！」
【尾立】「設立総会には錚々たるメンバーをご招

待しました。当時の総理大臣小泉純一郎氏
もご招待しました。残念ながらご欠席でし
た。設立総会では、当時参議院議員の千葉
景子先生や議員秘書の方にもおいでいただ
き、当支部の設立及び初代支部長に小林嗣
政先生を全会一致で決め、無事船出するこ
とができました【設立総会及び祝賀会平成
16年 11月 25日】。」

【大島】「設立後の活動の目
標はなんだったので
すか？」

【尾立】「第 1は日弁連の訴
えを政治家に伝える
こと、すなわち陳情で
すね。第2は、そのた
めに地元選出の議員とコネクションを作る
こと、第 3に当支部の会員を増やすことで
した。」

【本間】「陳情としては、私は平成 16年の副会

長でしたが、そのときに共謀罪規定の創設
を阻止するため陳情に行きました。共謀罪
規定の創設の阻止の運動はかなり盛り上が
りを見せ、阻止することができました。」

【尾立】「その辺から、本間ちゃんが弁政連に顔
をだすようになったんだね。地元選出議員
とのコネクションという面では、議員パー

ティーに参加をしたり、国
政選挙での陣中見舞いを
持っていったりと顔をつ
なぐようにしました。会員
を増やすための活動とし
て、１周年企画として、国
会見学・参議院副議長公邸
見学を企画しました【国

会・参議院副議長公邸見学平成 18年 3月
2日】。ちょうど共謀罪立法阻止の時だっ
たので合わせて陳情もしましたね。」

【本間】「参議院の議員食堂も立派だったけど、
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参議院副議長公邸は良かった。議長の公邸
よりも立派らしく、高名な日本画家の絵が
たくさん飾ってありましたね。次はどこに
飲みに行ったんだっけ？」

【尾立】「そんなに飲んでばかりでなく仕事もし
ています。まずは支部会計の充実のために、
支部会費を口座振替にしたり、なんといっ
ても会員に寄付金をお願いし、目標の 200
万円を大きく超える額を
集めることが出来まし
た。」

【本間】「私はあまり寄付でき
ませんでした。でも寄付
のおかげで、議員パー
ティーに出席できるようになりましたね。」

【尾立】「それから、毎年の当会の理事者披露バー
ティーへの出席依頼はもちろん、平成 18
年度には、自治体の債権処理についての勉
強会を開催したり【平成 18年 6月 13日】、
司法書士会、税理士会、土地家屋調査士会
の政治連盟に呼びかけて、関連士業交流会・
懇親会を開催しました【関連士業交流会・

懇親会平成 18年 10 月 2日】。そして 2周
年特別企画として台湾に行きましたね【台
湾視察旅行平成 19年 2月 28日から 3月 3
日】。」

【本間】「故宮博物館は良かったね。翠玉白菜や
本物のそっくりの豚肉も見られたし、いろ
んなところに連れて行ってもらいました。」

【尾立】「そうじゃなくて。台湾では、検察庁や
裁判所を訪問して意見交換を
したり、国会を見学し、現地
の法律事務所と交流をしまし
た。台湾では取り調べの可視
化が進んでいて、日本は遅れ
ていると感じたね。」

【本間】「私の日本へのお土産はカラスミだね。
とふざけている場合じゃなく、その翌年（平
成 20年度）から私が幹事長を引き継いだ
のでした。」

【大島】「尾立さん、設立期の幹事長、大変お疲
れ様でした。本間さん、2代目幹事長とし
ての奮闘はいかがでしたか？」

【本間】「支部長も小林先生から清水先生に代わ
られました。清水支部長の方針としては、
より実務的な活動ということで、横浜弁護
士会の高原將光弁護士を講師に公職選挙法
についての研修会をしました【公職選挙法
研修会平成 20年 11月 19日】。地元国会議
員や地方議員にも声をかけたところ、議員
本人もみえました。また神奈川選出の松本
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純衆議院議員が内閣官房副長官をされてい
たので、松本議員の紹介で、首相官邸見学
を行いました【首相官邸見学平成 21年 2
月 5日】。」

【尾立】「この年は夏の衆議院議員選挙で政権交
代が起きたんだよね。」

【本間】「平成 21年 8月に行われた衆議院議員
選挙で民主党が政権を取りました。これま
で議員と接する機会があった私としては、
政治のダイナミクスと厳しさを身をもって
感じました。私には到底無理。」

【尾立】「それまで支部で、議員を担当する理事
や幹事を決めていたけど、全面的に見直し
することになったんだね。」

【本間】「そうです。また政権をとった民主党の
議員の先生が大変元気でした。水戸参議院
議員、当時は民主党の神奈川県総支部連合
会の幹事長で、水戸議員の紹介で民主党議
員と支部との懇談会を企画しました【平成
22年5月20日於桜木町ワシントンホテル】。
議員本人が 20名近く集まり、民主党議員

の意気込みを話してくれて、我々もシンク
タンクとして何かできることはないかと思
いました。」

【尾立】「弁政連の役割として、設立時から、シ
ンクタンクとして活動できるのではないか
というのがあったね。史上最強のシンクタ
ンクとは私のネーミングでしたけど。」

【本間】「一方で、地方議員との関わりも持ちま
しょうということで、県議会市議会議員と
の交流会も企画しました。若い議員さんと
若手弁護士が多く参加してくれて、熱心に
意見交換をしていました。」

【尾立】「本間さんといえば、イタリア視察旅行
での高級ワインの接待だよね。」

【本間】「冗談じゃありません（笑）。あのワイ
ンは私が自分で買ったの。お土産にしよう
と思っていたら、ローマからベネチアに向
かう電車の中で 1本開けたのがいけなかっ
た。3本、飲まれてしまった。」

【大島】「それは平成 21年 7月のイタリア視察
旅行【平成 21年 7月 18 日～ 25 日】の話

平成 21 年 2 月5 日　内閣官房副長官室にて
右側中央が尾立元幹事長
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ですね。」
【本間】「そうです。当支部でイタリアの下院議

会を視察したときの話です。議会の歴史は
やはりヨーロッパということで、イタリア
の下院議会を視察しました。なぜイタリア
議会かはおいて下さい。荘厳な建物に歴史
の重みを感じました。」

【大島】「その後もトルコイスタンブール視察旅
行を計画されたとそうですが、平成２３年
の東日本大震災やトルコの内政事情でやむ
なく中止されたそうですね。」

【本間】「平成 22年度に杉﨑茂新支部長となり、
まず会員増強を掲げ、目玉としてトルコイ
スタンブール視察旅行を計画しました。東
日本大震災でイスタンブール訪問は中止と
なりましたが、その代りに東北地方を訪問
しました【被災地訪問平成 23年 8月 6日
～8月9日】。訪問先では皆さんが自粛ムー
ドや原発事故の風評被害などで経済的打撃
が大きいとおっしゃっていました。経済復
興のために酒蔵なども見学しました。勉強

になりました。」
【大島】「私が幹事長に就任した昨年度は、まず

関連士業交流会・懇親会を開催しました【平
成 25年 11月 21日】。交流会も 8回目とな
り、各士業の若手会員の政治離れが問題提
起されました。また元横浜弁護士会会員で
内閣府情報公開・個人情報保護審査会常勤
委員の森田明さんに講演をしてもらいまし
た【平成 26年 3月 14 日】。最後に、お二
人の幹事長経験者にこれらからの支部の課
題や目標について伺いたいのですが。」

【尾立】「明日への会としては、先の先を見てお
くために、視察は大切だと思います。台湾
の可視化が進んでいたこと、ヨーロッパの
議会政治の歴史を肌で感じたこと、被災地
を訪問して被災者の声が直接聞けたこと、
まさに百聞は一見に如かず、ですね。でも
ね、一般会員が弁政連に親しみや理解を
もってもらうことが、一番大切だと思いま
す。小林初代支部長の明るく、楽しく、親
しみやすい弁政連の精神をこれからも続け

平成 21 年 2 月　首相官邸見学　左から2 人目が本間前幹事長

平成 21 年 2 月　首相官邸見学
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てほしいな。」
【本間】「神奈川支部の活動として、地元選出の

国会議員とのコネクショ
ンを深め、日弁連の課題
を議員に伝えることがで
きるように、議員との橋
渡しとなってもらいたい
と思います。」

【大島】「本間さん、まじめに
締めましたね。尾立元幹
事長、本間前幹事長、今
日はありがとうございま
した。時間があっという
間に過ぎてしまいまし
た。お二人には

まだまだ話し足りないとは思いますが、続
きは20周年記念号でお願い致します。」
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資料集：日本弁護士政治連盟神奈川支部／ 10 年間の活動
16　 7　21　神奈川支部設立準備のためのの意見交換会
　 8　13　第回弁政連神奈川支部設立準備委員会
　 9　17　第 2回準備委員会
　10　20　第 3回準備委員会
　11　16　第 4回準備委員会�支部長 ･小林嗣政など

の理事・幹事の案を作成する。
　11　25� 弁政連神奈川支部設立総会（その後、第

1回理事会開催）及び祝賀会を横浜弁護
士会 5階第会において開催。設立時の支
部会員数は 111 名。参加者約 100 名（う
ち衆参両院議員 32名（代理出席を含む）、
県議会議長、県下各市町村長 7名、弁政
連本部理事長外来賓 44名）

　11　26�「日本弁護士会政治連盟神奈川支部」と
して政治団体設立届を神奈川県選挙管理
委員会へ提出

　12　10� 理事会開催（今後の重点活動の検討等）
17　 1　11　理事会開催（議員担当者選任等）
　 1　18　事務局会議開催
　 1　26　理事会開催（横浜弁護士会新理事者披露

パーティーの対応等）
　 2　14　理事会開催
　 3　11　理事会開催
　 3　11　横浜弁護士会と人件費の負担等に関する

協定締結
　 4　 1　平成 17年度横浜弁護士会理事者就任披露

パーティ。支部理事及び幹事において政
治家の受付を担当。

　 4　 8　理事会開催
　 5　11　理事会開催
　 5　20　事務局会議開催
　 5　25　通常総会開催
　 6　15　事務局会議開催
　 7　 7　理事会開催
　 8　25　臨時理事会（衆議院議員総選挙への対応等）
　 9　 8　理事会開催
　10　12　事務局会議開催
　11　16　理事会開催（当支部への寄付金集めにつ

いて等）
　11　28� 横浜弁護士会相模原支部巡回説明懇談会
　12　 5　横浜弁護士会県西支部巡回説明懇談会
　12　 7　事務局会議開催
　　　　　　（12月から翌 1月にかけて寄付金集め、目

標 200万円を大きく上回る寄付を集めた。）
　12　 9　理事会開催
　12　13　横浜弁護士会横須賀支部巡回説明懇談会
　12　14　横浜弁護士会川崎支部巡回説明懇談会

18　 1　13　理事会開催（「支部企画」「国会見学」等
について）

　 1　13　新年会開催（横浜弁護士会会長が参加）
　 2　 9　事務局会議開催
　 3　 2　国会見学（一般会員 25名参加）
　 3　 9　理事会開催（各自治体への対応策等）
　 4　 1　平成 18年度横浜弁護士会新理事者就任披

露パーティー、国会議員 22名参加（内
本人出席 5名）

　 4　13　事務局会議開催
　 5　11　理事会開催（通常総会の準備等）
　 5　24　通常総会開催
　 6　12　事務局会議開催

　 7　11　理事会開催（士業各政治連盟神奈川支部
との交流会等）

　 9　15　理事会開催（上記交流会準備の件等）
　10　 2　司法書士会、税理士会、土地家屋調査士

会の各政治連盟神奈川支部との第 1回交
流会開催

　10　12　事務局会議開催
　11　10　理事会開催（2周年企画「台湾視察旅行」

の件等）
　11　21　国会要請行動（弁護士から警察への依頼

者密告制度の制定阻止に関し）
　12　12　事務局会議開催

19　 1　11　理事会開催（台湾視察旅行の準備等）
　 1　11　新年会開催
　 2　 9　事務局会議開催
　 2　28　台湾立法活動視察（～ 3月 3日まで）
　 3　15　理事会開催
　 4　 2　平成 19年度横浜弁護士会新理事者就任披

露パーティ
　 4　11　事務局会議開催
　 5　15　理事会開催（通常総会の準備等）
　 5　30　通常総会開催
　 6　20　事務局会議開催
　 7　11　理事会開催（部会編成について等）
　 7　　　弁政連ニュース 3号を発行。台湾立法活

動視察報告特集。台湾の司法試験などの
詳細な報告がある。

　 9　13　理事会開催（第 2回国会見学（3周年企画）
及び若手議員との懇談会等の企画について）

　10　11　事務局会議開催
　10　24　国会要請行動（国選弁護報酬基準改善等）
　10　30　第 2回国会見学
　11　14　理事会開催
　12　13　事務局会議開催

20　 1　11　理事会開催
　 1　11　新年会開催
　 1　31　神奈川県関連士業政治連盟第 2回交流会
　 2　13　事務局会議開催
　 2　15　国会要請行動
　 3　11　理事会開催
　 4　 1　平成 20年度横浜弁護士会新理事者就任披

露パーティ
　 4　11　事務局会議開催
　 5　13　理事会開催（通常総会の準備等）
　 5　20　通常総会開催（新支部長に清水規廣会員、

新幹事長に本間豊会員を選出）
　 6　11　事務局会議開催

1号 2号
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　 7　11　理事会開催
　 8　12　台湾司法院刑事庁裁判官 3名が弁護士会

を訪問。妹尾弁護士が説明する。
　 9　11　理事会開催
　10　 9　理事会開催
　11　11　理事会開催
　11　19　公職選挙法勉強会開催。講師は高原將光

弁護士
　12　11　理事会開催

21　 1　14　理事会開催
　 2　 5　首相官邸見学
　 2　13　理事会開催
　 3　11　理事会開催
　 4　 1　平成 21年度横浜弁護士会新理事者就任披

露パーティ
　 4　 3　神奈川県関連士業政治連盟第 3回交流会
　 5　27　通常総会開催
　 6　18　公職選挙法勉強会を民主党の事務所で開催
　 7　18　イタリア議会訪問（～ 7月 25日）
　 8　30　衆議院総選挙
　 9　15　理事会開催
　10　21　理事会開催
　11　16　5周年記念行事として、若手弁護士と横

粂議員との懇談会開く。
　12　　 弁政連ニュース 4号を発行。神奈川支部

5周年記念企画として横粂勝仁衆議院議
員と「今後の日本を語る会」を開催する。
イタリア訪問記のニュースも。

　12　14　千葉景子法務大臣祝賀会開催
22　 1　21　公明党との勉強会及び懇談会
　 3　17　22年 7月施行の参議院選挙に千葉景子議

員を推薦することに決定。
　 3　17　理事会開催
　 3　31　理事会開催。清水支部長が法テラスの所

長になるため、杉崎支部長に交代。
　 4　 1　平成 22年度横浜弁護士会新理事者就任披

露パーティ
　 5　20　理事会開催
　 5　20　民主党の国会議員（17名）と弁政連支部

理事・幹事、日弁連副会長髙橋理一郎、
当会役員との懇談会

　 5　27　第 6回通常総会開催
　 5　31　民主党の神奈川県総支部連合会にて、よ

ろず法律相談窓口開設の件の説明会開催
　 6　24　理事会開催
　 7　26　理事会開催
　 9　 1　神奈川県関連士業政治連盟第 4回交流会

（政権交代の対応について意見交換）
　 9　22　理事会開催
　10　21　理事会開催
　11　18　理事会開催
　11　24　給費制維持を求める法律改正の件で国会要請。
　12　16　理事会開催

23　 1　20　理事会開催
　 2　 3　給費制維持を求める法律改正の件で国会要請。
　 2　17　理事会開催
　 3　24　理事会開催
　 5　25　通常総会開催
　 8　 6　福島、宮城及び岩手の被災地見学（～ 8

月 9日）
　 9　 1　台湾高裁考察団訪日。意見交換
　 9　 1　神奈川県関連士業政治連盟第 5回交流会
　11　29　民主党県議・市議と若手弁護士との懇談会

24　 1　13　理事会開催

　 2　16　理事会開催
　 3　23　理事会開催
　 4　 2　平成 24年度横浜弁護士会新理事者就任披

露パーティ
　 4　25　理事会開催
　 5　22　通常総会開催
　 5　23　理事会開催
　 6　19　理事会開催
　 7　19　理事会開催
　 9　20　理事会開催
　10　 3　神奈川県関連士業政治連盟第 6回交流会
　10　18　理事会開催
　11　19　理事会開催
　12　17　理事会開催

25　 1　17　理事会開催
　 2　21　理事会開催
　 3　13　理事会開催
　 4　 1　平成 25年度新理事者就任披露パーティ
　 4　26　理事会開催
　 5　24　理事会開催
　 5　28　通常総会開催
　 6　25　理事会開催
　 7　12　理事会開催
　 9　10　理事会開催
　10　16　理事会開催
　10　30　給費制維持を求める法律改正の件で院内

集会に参加。
　11　12　理事会開催
　11　21　神奈川県関連士業政治連盟第 7回交流会
　12　13　理事会開催

26　 1　23　理事会開催
　 2　14　理事会開催
　 3　12　理事会開催
　 3　12　森田明内閣府情報公開・個人情報保護審

査会常勤委員の講演会を開催
　 4　 1　平成 26年度新理事者就任披露パーティ
　 4　 9　理事会開催
　 5　13　理事会開催
　 5　20　通常総会開催
　 6　11　理事会開催
　 7　 4　県西支部にて、地方議員と若手弁護士と

の勉強会を開催する。高原將光弁護士の
公職選挙法の対策、秋武裁判官の心証の
取り方、千葉元法務大臣の法務大臣のう
ら話と盛りだくさんな企画。

　 7　 9　理事会開催
　 8　 6　理事会開催
　 9　10　理事会開催
　10　 8　理事会開催
　11　12　設立 10周年記念式典

3号 4号
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■ 第 1 章　総　則
第1条　本支部は、日本弁護士政治連盟神奈川支部と称する。
第2条　本支部を神奈川県横浜市中区日本大通り9番地横

浜弁護士会館内に置く。
第3条　本支部は、弁護士会の目的を達成するために必要

な政治活動及び政治制度の研究を行うことを目的
とする。

第4条　本支部は、前条の目的を達成するため、次に掲げ
る事業を行う。

　　　　⑴�国民のための司法を実現するための諸事業
　　　　⑵�法律制度の改革・改善を図るための諸事業
　　　　⑶�弁護士の使命を達成するために必要な諸事業
　　　　⑷�政治資金規正法に基づく諸事業
　　　　⑸�前各号のほか本支部の目的達成に必要な事業
第5条　本支部は、本支部の目的に賛同する横浜弁護士会

所属の弁護士をもって組織する。

■ 第 2 章　役員等
第6条　本支部に次に掲げる役員を置く。
　　　　⑴�支 部 長　1人
　　　　⑵�副支部長　若干名
　　　　⑶�理　　事　20人以内
　　　　⑷�監　　事　2人
第7条　支部長は、本支部を代表し、理事会を主宰するな

どして会務を統理する。
2　副支部長は、支部長を補佐し、支部長が欠けたと
き又は支部長に事故があるときは、支部長の職務
を行う。

第8条　支部長及び理事は、理事会を構成し会務を審議す
る。

第9条　理事会は、次に掲げる事項を審議する。
　　　　⑴�本支部の運営に関する事項
　　　　⑵�総会に付する議案に関する事項
　　　　⑶�総会において理事会に委任した事項
　　　　⑷�予算及び決算に関する事項
　　　　⑸�本支部の会員に関する事項
　　　　⑹�その他支部長において必要と認めた事項

2　理事会は、副支部長若干名、幹事長1人及び副幹
事長若干名を理事の中から互選する。

第10条　理事会の議事は、支部長及び理事の4分の1以上
が出席し、出席者の過半数で決する。

第11条　監事は、本支部の財務を監査する。
第12条　支部長、理事及び監事は、本支部の会員の中から

総会で選任する。
第13条　役員の任期は2年とし、重任することができる。

2　任期の始期は、選任された年の6月1日とする。
3　任期の満了によって退任する役員は、新たに選任
された役員が就任するまで引き続きその職務を行
う。

第14条　本支部に、幹事長1人及び副幹事長若干名を置く。
2　幹事長は、理事会の命を受けて本支部の事務を掌
理する。

3　副幹事長は、幹事長を補佐する。
第15条　本支部に事務局を置き、本支部の事務を行わせる。
第16条　本支部に顧問若干名を置くことができる。

2　顧問は、本支部の会議に出席して意見を述べるこ
とができる。

3　顧問は、本支部の会員の中から理事会の議を経て

支部長が委嘱する。

■ 第 3 章　総　会
第17条　総会は、定期総会と臨時総会とする。

2　定期総会は、毎年1回、5月に開き、臨時総会は、
必要がある場合に随時これを開く。

第18条　総会は、次に掲げる事項を審議する。
　　　　⑴�支部長、理事、監事の選任および解任に関する事項
　　　　⑵�事業活動方針に関する事項
　　　　⑶�規約の改正に関する事項
　　　　⑷�毎会計年度の予算及び決算の承認
　　　　⑸�その他会務に関する重要事項
第19条　総会は、支部長が招集する。

2　支部長が必要と認めたとき又は理事会が必要と認
めたときは、支部長は1か月以内に臨時総会を招
集しなければならない。

第20条　総会の議長及び副議長は、その都度、出席した会
員の中から選挙する。

2　議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理する。
3　総会において、議長に事故があるときは、副議長
が議長の職務を行う。

第21条　総会における議決は、代理出席を含めた会員の8
分の1以上が出席し、出席した会員の過半数をもっ
て定める。可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。

2　代理人が代理することのできる会員の数は、10人
以内とする。

第22条　支部長、理事及び監事は、総会において選挙する。
2　選挙は、代理出席の会員も含め、単記式無記名投
票によって行う。

3　有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、
得票数が同じであるときは、くじで当選人を定め
る。

4　第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、代理
出席も含めた出席者全員の同意があるときは、指
名抽選の方法によって行うことができ、被指名人
をもって当選人とするかどうかを総会にはかり、
代理出席も含めた出席者の全員の同意があった者
をもって当選人とする。

■ 第 4 章　会計、資産及び会費
第23条　本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌

年3月31日に終わる。
第24条　本支部の経費は、会費、寄附金及びその他の収入

をもって支弁する。
第25条　本支部の資産は、支部長が管理する。
第26条　本支部の会員は、支部会費として年額5000円を支

部に納めなければならない。
第27条　本支部は、本支部の目的・事業に賛同する日本弁

護士連合会の会員から寄付を受けることができ
る。

1　寄附金の受入れは、その額、使途、納付期間及び
その他必要な事項を定めて、理事会において出席
した理事の過半数をもって議決しなければならな
い。

　　��附則
　　��この規約は平成16年 11月 25日から施行する。

日本弁護士政治連盟神奈川支部／規約
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全国日本弁護士政治連盟／支部一覧

日本弁護士政治連盟神奈川支部／役員名簿
理　事　支部長　　　杉﨑　　茂
　　　　副支部長　　池田　忠正　　須須木永一　　清水　規廣　　髙橋理一郎　　木村　良二
� � 　　　山本　一行　　武井　共夫　　岡部　光平　　千葉　景子　　水地　啓子
　　　　理　事　　　伊藤　正一　　山本　安志　　瀬古　宜春　　花村　　聡　　橋本　吉行
　　　　　　　　　　尾立　孝司　　古川　武志　　本間　　豊　　田中　学武　　藤田　敏宏
　　　　　　　　　　川島　俊郎　　斉藤　尚之　　大谷　　豊　　阿部　泰典　　増井　　毅
　　　　　　　　　　渡部　英明
顧　問　　　　　　　小林　嗣政
監　事　　　　　　　篠崎百合子　　小島　　衛
幹事長（兼理事）�����　大島　正寿
副幹事長（兼理事） �　服部　政克
幹　事　　　　　　　澤田　久代　　高岡　俊之　　畑中　隆爾　　井澤　秀昭　　中村　律夫
　　　　　　　　　　石塚　陽子

弁護士会 支部名 設立年月日 弁護士会 支部名 設立年月日
東京

東京本部 平成16年 1月 15日
金沢 石川県支部 平成23年 6月 24日

第一東京 広島 広島支部 平成18年 1月 28日
第二東京 山口県 山口県支部 平成21年 1月 23日
横浜 神奈川支部 平成16年 11月 25日 岡山 岡山支部 平成20年 7月 22日
埼玉 埼玉支部 平成 9年 12月 22日 鳥取県 鳥取県支部 平成23年 1月 8日
千葉県 千葉県支部 平成26年 3月 27日 島根県 島根県支部 平成22年 9月 4日
茨城県 茨城支部 平成21年 2月 5日 福岡県

九州支部 平成20年 1月 19日
栃木県 栃木県支部 平成19年 7月 7日 佐賀県
群馬 群馬支部 平成 9年 10月 6日 長崎県 長崎県支部 平成25年 9月 14日
静岡県 静岡県支部 平成17年 1月 29日 大分県 大分県支部 平成20年 2月 23日
山梨県 山梨支部 平成20年 8月 1日 熊本県 熊本県支部 平成21年 8月 15日
長野県 長野県支部 平成20年 3月 28日 鹿児島県 鹿児島県支部 平成23年 8月 20日
新潟県 新潟県支部 平成21年 3月 5日 宮崎県 宮崎県支部 平成23年 3月 19日
大阪 大阪支部 平成15年 7月 26日 沖縄 沖縄支部 平成19年 5月 24日
京都 京都支部 平成16年 3月 24日 仙台 仙台支部 平成 9年 7月 2日
兵庫県 兵庫県支部 平成19年 5月 23日 福島県 福島県支部 平成21年 3月 14日
奈良 奈良支部 平成23年 1月 14日 岩手 岩手支部 平成23年 2月 12日
滋賀 滋賀支部 平成21年 7月 9日 青森県 青森県支部 平成20年 8月 22日
和歌山 和歌山支部 平成22年 12月 11日 札幌 札幌支部 平成18年 8月 30日
愛知県 愛知県支部 平成10年 4月 1日 釧路 釧路支部 平成21年 3月 26日
三重 三重県支部 平成22年 6月 28日 香川県 香川県支部 平成26年 9月 5日
岐阜県 岐阜県支部 平成24年 1月 28日 徳島 徳島支部 平成22年 4月 10日
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当神奈川支部も今年で設立 10周年を迎える
ことができました。これまでご支援・ご協力い
ただいた皆様に心より御礼申し上げます。
私が弁政連に入会したのは、何時だったか定
かではありませんが、事務所の所長であった高
橋理一郎弁護士に勧められ、事務局の方々が面
白そうな方ばかりだったので、何となく入会し、
事務局の一員に加えていただい
たという記憶があります。もと
もと政治に関心があったわけで
はなく、事務局会議の後の飲み
会（「本会議」と呼ばれています）
を楽しみに参加していたとい
う、いわば「ノンポリの政治連
盟員」でした。
ところが、初代幹事長の尾立
孝司弁護士、二代目の本間豊弁護士の後を受け、
平成 25年度から三代目の幹事長を仰せつかる
ことになり、事情が変わりました。これまでの
ようにノホホンとしているわけにはいかず、司
法修習生の給費制復活を目指す議院会館での集

会に参加したり、特定秘密保護法反対の議員要
請などをする中で「弁護士会の活動と政治って
リンクするんだ」と感じるようになりました。
また、今回、10周年記念誌を作るにあたり、

国会議員の方々に挨拶文をお願いしたり、特に
佐々木さやか議員にはインタビューまでお願い
したところ、皆さんに快く応じていただいたこ

とから、これまで抱いていた「国
会議員（政治家）の先生は別世
界の住人で、近寄り難い」とい
うイメージが崩れ、少しだけ身
近に感じるようになりました。
私の好きな古い歌謡曲に「リ

ンゴはかじってみなければ、酸
いか甘いか分からない。」とい
う歌詞がありますが、弁政連神

奈川支部は、今後も弁護士（特に若手）の皆さ
んに「政治（家）というリンゴ」をかじっても
らう機会を提供することに力を尽くしていきた
いと思います。

あとがき　　明日の弁政連神奈川
日本弁護士政治連盟神奈川支部幹事長　　大島　正寿　

この度、弁政連神奈川支部設立 10周年記念
誌を発行することができました。佐々木さやか
議員を始め、メッセージ
を頂きました国会議員の
先生方、弁政連本部の理
事、事務局の方々に改め
て御礼申し上げます。表
紙は、世界の政治の中心
であるニューヨーク、ロ

編集後記
日本弁護士政治連盟神奈川支部副幹事長　服部　政克　

ンドン、パリの写真です。弁政連が、弁護士（会）
と政治の懸け橋として、世界中で活躍できるよ

うな夢と希望をイメージ
しました。当支部にも若
手の会員が多く増え、一
緒に海外視察ができると
楽しいなと思っていま
す。よろしくお願い致し
ます。
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電話：045－211－7707　FAX：045－212－2888

平成 19 年 10 月　国会見学


