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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

本年 6 月 2 日の総会において、神洋
明先生（第一東京弁護士会）の後を受け、
日本本弁護士政治連盟（以下「弁政連」
といいます）東京本部長に選任されまし
た。どうぞよろしくお願いいたします。

弁政連は、弁護士会の諸課題を実現
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的として、昭
和 34 年に設立されました。以来、弁政

連は、日弁連が求める立法等の諸課題
を実現するため、政党や国会議員等に
対する要請活動を行い、日弁連と政治
家との懸け橋の役割を担ってまいりまし
た。この中で、東京本部は、平成 16 年
1 月に設立され、東京都選出の国会議員、
都議会議員、各政党等との交流等を深
めるべく活動をしています。

神前本部長は、東京本部ニュースとし

て「ＳＣＲＵＭ」を発刊し、東京本部の
活動を広く東京三会所属弁護士の皆様
にお伝えするとともに、都議会・自民党
議員による都議会等の見学・交流会の
実現等、2 年間に渡って東京本部の活動
強化に尽力されました。微力ではありま
すが、神前本部長の後を受けて東京本
部の活動強化に努力したいと存じます。

さて、日弁連のさまざまな活動に立法・
行政等との連携が必要なように、東京
三会の活動においても、東京都、23 区・
多摩地域の市等自治体との連携が必要
な場面が多くあります。近年、東京三
会は自治体連携サービスを強化しており、
いじめ防止出張授業、空き家対策事業、
高齢者・障がい者への法的助言や施設
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平成 29 年 6 月 2 日、東京本部定期総
会が開催され、新たな本部長、幹事長
等の新役員が選任されました。また定
期総会では、平成 29 年度の予算案、活
動方針が承認されました。活動方針とし
ては、東京三会会員の弁政連加入率を
10％以上とすることを目標とし、弁政連
東京本部の存在をアピールできる機会
を活用すること、「スクラム」をはじめ広
報活動を積極的な展開する、などです。

これまでの活動としては、毎月一回弁
政連全国本部組織強化委員会との合同
会議を行っています。

また平成 29 年 8 月 3 日
には 都議会公明党都議、
同都民ファースト都議に、
9 月 5 日 には 都議会民進
党都議、同共産党都議に、
東京都の予算への要望を
行いました。予算措置の要
望を行った項目は、児童相
談所における弁護士の配

置、弁護士会が行っているいじめに関す
る出張授業、地域自殺対策強化補助事
業、震災関連支援活動、ＪＫビジネス禁
止条例の各項目です。いずれも議員の
方々の関心が高く、質問も多くありました。

さらに、9 月 22 日には、都議会公明党

に、いじめ授業についての追加説明の機
会を設けていただき、第二東京弁護士会
こどもの権利に関する委員会副委員長及
び第二東京弁護士会担当副会長から説
明を行いました。応対された都議は、当
初の予定時間を超えて，質問も交えなが
ら熱心に聞いておられました。

年度後半も、活動方針にしたがい取り
組みを進めてまいります。

平成 29年度の活動報告 平成 29 年度幹事長　　加 城  千 波



相談等市民のためのさまざまな法律サー
ビスを行っておりますが、これらの活動
を充実させるためにも自治体における充
分な予算措置や広報が必要であり、これ
らの要望等東京本部の活動もますます
重要になってくるものと思われます。また、
東京地方裁判所立川支部の本庁化問題
においても、多摩地域の自治体や都議会
と力を併せて働きかけを行っていく必要

があります。
このような活動を行うためにも、東京

本部の組織強化が課題として挙げられま
す。弁政連の加入率は全国平均約 10％
強であるところ、東京三会は 5％台を推
移しています。まずは、東京三会所属弁
護士の弁政連加入率を全国平均となるこ
とを目指して、弁政連全国本部の組織強
化委員会と合同で会員の増強を図って

いく所存です。そのためには、弁政連な
らびに東京本部の活動を東京三会所属
弁護士の皆様に広くお知らせするととも
に、東京都選出の国会議員や都議会議
員との交流等会員の皆様が参加しやす
い企画も検討していきたいと思います。

今後とも、皆様のご理解とご協力をお
願い申し上げます。

以上

竹之内明前日本弁護士政治連盟（以下
「弁政連」と言います。）東京本部長の後

を受けて 2015 年度・2016 年度の東京
本部本部長に就任して早くも任期の 2 年
が経過しました。弁政連は、個々の政
策課題の実現に向けて是々非々の立場
ですべての政党等に対応をする政治団体
であるという特殊な性格もあり、その運
営の難しさを痛感させられた 2 年間でし
たが、竹之内前本部長、藤原浩前幹事長、
私の女房役の比佐守男幹事長、全国本
部の組織強化委員会委員長の菊地裕太
郎常務理事、大森夏織前東弁副会長ら
多くの先生に支えられ、何とか任期を全
うすることができました。この場を借り
深く感謝申し上げる次第です。

退任にあたり、この 2 年間の活動を
振り返ってみると、竹之内前本部長時代

からの引継ぎ案件でもあった本誌・東
京本部ニュース「スクラム」の発行や都
議会・自民党議員による都議会等の見
学・交流会など実現できたものもありま
すが、積み残した課題も多く、内心忸怩
たる思いであります。その幾つかについ
ては、早稲田祐美子新東京本部長に引
き継いでいただき実現を期してもらいた
いと思っている次第であります。

やり残した懸案の最大の課題は、東
京本部の組織力の強化であります。東
京三会の弁護士会の会員数は全会員数
の 46％を占める18,000 人以上に及ん
でいるにも関わらず弁政連への加入率は
全国平均の10％の半分に過ぎず、大単
位会の一つの弁政連大阪支部の 8.4％
と比較しても組織率、活動実績において
も見劣りしているのが現状です。積極的

な会員の勧誘を行うためには、東京三会
会員に、その意義や活動を知らしめる効
果的な広報活動をすることは必要不可欠
です。

また、上記と関連しますが、若手会員
に弁政連の活動に興味を持っていただく
ための学習会やイベント等も、東京本部
でも企画して、これを実行する必要があ
ります。

さらに、現在、都議会各党からの予算
ヒアリング等で、窓口のある都民ファー
ストの会、公明党、共産党などとも連絡
を取り合い、都政をよくするために、各
政党・各議員との交流を活発化させると
ともに、東京都選出の国会議員や、でき
れば区市町村レベルでの交流も深める
ことができれば東京本部の活性化に繋
がるものと考えています。いずれも大き
な課題であるので、私も会員の一人とし
てできうる限りのご協力をさせてもらうつ
もりでおりますが、会員の皆様には、早
稲田本部長ら新執行部への温かいご支
援とご協力をお願い申し上げる次第です。

本部長退任のご挨拶

前東京本部長　　神　　洋明　

比佐守男前幹事長より引継ぎを受け、
本年 6 月の総会で、東京本部幹事長に
就任いたしました。

就任前の弁護士政治連盟とのかかわり
は、昨年度の東京都議会への予算要望

書をさらりと読んだくらいでした。ちょっ
と怖そうなネーミングだけれどいったい
どんな組織なのか？ と思った記憶がご
ざいます。

さて今年度、幹事長などという肩書は

とても似合わないし能力欠如も甚だしい
私は、不安でいっぱいでした。が、いざ
扉を開けてみると、剛腕ながら穏やかで
名を成した先生方ばかりいらっしゃって、
弁護士会ではすでに「古代層」と言われ
る期の私でさえ、ややうきうきした気分
で初めての懇親会を終えたのでした。と
はいえ、自然と身が引き締まる思いでも
ありました。

8 月、9 月には東京都議会の予算要望
に対するヒアリングに参加いしたしまし
た。昨年、お品書き持参で都庁の各部

就任にあたって
－不安と期待

幹事長　　加城　千波　
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署を訪ねたことを思い出しましたが、対
応された各政党の議員さんや事務局はと
ても熱心で、こちらも背筋が伸びるようで
した。

本部長の早稲田先生は、昨年度は二
弁の会長であり、副会長だった私は 1 年
間、仰ぎ見ながらも親しくまとわりついて

おりました。引き続きこうして弁政連のお
役目でご一緒でき嬉しく思っています。

自由と人権に資する具体的な政策実
現のため、中立を保ちながらも政治との
連携を強く深くすることがいかに有益か
はいうまでもなく、しかしそのための一歩
ともいえる若手会員を増やすことが、今

年度も継続した弁政連の目標です。
どうぞ皆さま、斬新なアイデアを期待

しております。
至らぬ点が多々あることと思いますが、

これから2 年間、ご指導ご鞭撻のほどど
うぞよろしくお願い申し上げます。

◆岡本光樹都議会議員 
【略歴】1982 年生まれ。2004 年 司法
試験合格、2005 年 東京大学法学部卒、
司法修習59期（京都地裁）。2006年 森・
濱田松本法律事務所、2008 年 小笠原
国際総合法律事務所、2011 年独立し岡
本総合法律事務所を開業。

【会務】第二東京弁護士会 人権擁護委員会 副委員長、日本
弁護士連合会 公害対策・環境保全委員会 化学物質部会など

抱負◉これまで企業法務から個人の事件まで幅広く業務を
行ってきました。弁護士の経験を活かして、現場の声、当事
者の声を政策に反映していきます。また、条文を読み込み、
法解釈を論じてきた強みを活かして、議員提案条例を積極
的に提案していきます。

特に、私が長年取り組んできたタバコの受動喫煙対策に
ついては、都議選に際して、都民ファーストの会の公約策定
にも携わりました。子ども、働く人、利用客を、受動喫煙か
ら守る条例をつくります。

私たち弁護士 2 名は「即戦力」とのことで、新人議員なが
ら会派の副幹事長に抜擢されました。

期待に応え、政策面で結果を出します。

◆山田浩史都議会議員 
【略歴】1984 年生まれ。2006 年 司法
試験合格、2007 年 東京大学法学部卒、
司法修習旧 61 期（千葉地裁）。2008～
2017 年西村あさひ法律事務所。2015
年米国コロンビア大学ロースクール法
学修士卒、2015 ～ 2016 年米国クリア
リー・ゴットリーブ・スティーン＆ハミルトン法律事務所出向。

抱負◉去る7月 2 日投開票の東京都議選において、都民
ファーストの会公認候補として三鷹市選挙区から立候補し、
日本弁護士政治連盟のご推薦をいただき当選させていただ
きました。皆様のご支援に心より感謝申し上げます。

弁護士として企業買収等といった企業法務に限らず、民
事・刑事事件も含め幅広い分野を経験し、2 年間米国で留
学・勤務する機会もいただきました。「ルールのプロ」である
弁護士としての経験を活かし、条例づくりを含め弁護士の社
会的有用性を示すことができるよう全力で尽力して参ります。

今後は都議会議員として、東京地方裁判所立川支部の本
庁化問題をはじめ、弁護士会の皆様の課題にも積極的に取
り組んで参ります。

【弁政連東京本部が推薦し当選された都議会議員からの抱負】

平成 29 年 6 月に開催された総会をも
ちまして、2 年間つとめた幹事長の職を
退くことになりました。会員のみな様方
及び担当事務局には本当にお世話にな
りました。

幹事長は本来、本部長を裏でささえる
ことがその役割ですが、任期中、神洋明
本部長をどれだけささえることができたの
か、はなはだ心もとないものがあります。

この間の成果といえば、まずもってス
クラムの創刊をあげることができますが、

これも半分は前執行部の置きみやげみ
たいなものですから、あまり偉そうなこと
は言えません。

「反省」すべき点は多いですが、何と
いっても会員数が思うように伸びなかっ
たことがあげられます。それでは会員数
増加のために、お前は何か具体的な方
策を考え実行したのかと問われれば、悲
しいかな返す言葉もありません。

昔ラジオを聞いていたら三島由紀夫
だか石原慎太郎だかが、インタビューに

答え「他人にばかり期待しないで自分に
期待しなさいよ」と言い放ったのが心に
残り、その言葉がその後の自分の生き方
の指針の一つとなって今日に至っている
ところです。

しかし、今回ばかりは恥ずかしながら、
「同期同クラス」ではありますが、自分よ

りずっと年下で有能な早稲田祐美子新
本部長、そして加城千波新幹事長の二弁
パワフルコンビに、弁政連がかかえる諸
課題への積極的取り組みを「期待」せざ
るを得ないのであります。

最後になりますが、会員のみな様には
引き続き弁政連東京本部の活動に対し
て一層のご支援とご協力をお願い申し上
げます。

退任にあたって
－反省と期待

前幹事長　　比佐　守男　



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

平成　　　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


