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�A１▶	当選して
まだ5か月ですが、
早速10月6日の本
会議一般質問に立

ちました。第5波では8月13日に1日の
陽性者数が過去最多の5,908人、8月21
日には都内の自宅療養者数は26,409人
となり、自宅療養中に亡くなる方も出ま
した。しかし、都はオリパラは開催しな
がらも、感染症法に基づく医療機関へ
の病床確保等の要請は8月23日になっ
てからでした。こうした状況で、私は、多
摩地域の保健所の拡充を求めるともに、
これまで都知事が繰り返してきた2.4兆
円もの予算執行の専決処分の要件該
当性や、知事が示唆する都民の私権制
限等について質しました。答弁はあっさ
りとしたものでしたが、当日までの都と
の意見調整も含めて正式な都の見解を
質せたのは意味があったと思います。来

たる第6波に備えるためにも、適正な法
律に基づく行政執行が不可欠です。し
っかりと検証と対策をしていきたいと思
います。
�A２▶	きっかけは、コロナ禍で自殺者
が急増したことです。それまで時折、若
い女の子の相談活動を行ってきました
が、感染拡大後、生活に苦しむ多くの若
者が増えました。そんな中で、たまたま
弁護士になった自分がそんな状況を黙
って見過ごすのが嫌でした。私も若い頃、
約10年間フリーターをしていました。政
治の場へ飛び出し、社会の考え方を変
え、制度を変え、多くの人が安心して暮
らせる社会を目指す、それが自分の使命
だと、都議選への挑戦を決意しました。
国に先駆けて事業者休業協力金を創
設し支給するなど、コロナ禍での都の存
在が、大きくなっています。都独自の支援
としてもっとできることがたくさんあると

いう期待があります。また、都の大きな
分野の一つに教育があります。私も不登
校や高卒認定資格を取得して夜間大学
に通った経験から、多様な学びを保障し、
公教育を充実させたいと思いました。
当選後、本会議や委員会で何度か質
疑しました。日々の議員活動で心がけて
いることは、事実と法的根拠を徹底的に
確認することです。根拠となる通知や指
針、国会や都の議事録も確認します。弁
護士や政策担当秘書の経験から、粘り
強く事実と政策を分析検討してこそ、改
善と提案をしていけるものと思っています。
�A３▶	趣味は映画鑑賞や読書です。
インドア派です。癒されたいときは、
Netflix やYouTubeを観ます。長年
ハマっているのは、ＮＨＫの『映像の世
紀』です。歴史を圧巻の映像で辿るの
ですが、歴史が分かるだけでなく、当時
の人物像が深く描かれ、それぞれが人間
らしくて面白いです。

東京都議会議員　　五十嵐えり（第二東京弁護士会）　

�A１▶	三鷹市選
出の都議会議員と
して2期目の任期
を頂戴しておりま

す。日本弁護士政治連盟の皆様の変わ
らぬご指導・ご鞭撻に心より感謝申し
上げます。

私は2008年の弁護士登録後2017
年の初当選の前まで、都内の西村あさひ
法律事務所で執務しました。企業買収等
といった企業法務を中心に、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・勤務する機会も頂きました。
都政においては、国より踏み込み原

則屋内禁煙とする受動喫煙条例、待機
児童の約９割の減少、テレワーク等の効
率的な働き方の推進、各種事業の見直
しによる財源確保の強化、積極的な議
員提案条例による都議会改革など様々
な取組を進展させることができました。
いじめ対策等の学校の抱える課題解
決、児童相談所の業務支援、犯罪被害
者・ご家族への支援強化、中小企業支
援・事業承継、雇用問題、差別解消の取

東京都議会議員　　山田ひろし（第一東京弁護士会）　

2021年 7月4日に実施された東京都都議会選挙において、弁政連東京本部が推薦した五十嵐えり都議、山田ひろ
し都議、白戸太朗都議が、見事に当選されました。それぞれの都議とは、選挙後これまでの間に、弁政連東京本部
主催の懇談会を実施しました。この懇談会にて、ご自身のこれまので経歴・活動実績、都議を志したきっかけ等に
ついてご講話いただき、懇談会には数多くの会員が参加してくれてとても盛況でした。より多くの会員の皆様に3
名の都議の人物像、活動実態、政策等を知っていただくために、今回の「SCRUM」では、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いたしました。質問は次の3つとなります。

�Q１　これまでの経歴・都議としての活動実績を教えてください。

�Q２　都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？

以　上　



2021年 6月21日に、弁政連東京本部
定期総会が開催され、寺前隆本部長及
び当職が幹事長に選任されました。こ
の定期総会では、「スクラム」の発行、国
際仲裁に関するセミナーや議員との交
流等の2020年度活動報告及び決算報
告がなされました。また、2021年度の
予算案が承認され、活動方針として、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、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。
同年7月4日には、東京都都議会選挙
が実施され、東京本部として5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、各候補者の事務所を

表敬訪問し激励をいたしました。
その後、同年8月24日に都議会共産
党都議、同年8月31日に、都議会公明
党都議、同年9月1日に、都議会都民フ
ァースト都議、同年9月3日に都議会立
憲民主党都議に、東京都の予算措置の
要望を実施しました。その際には、東京
三会の委員会の担当者も出席しました。
こちらからは、①いじめ防止法に基づく
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、いじめに関する出張事業実施に
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
との要望、②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の要望、
③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のお願い、
④東京三弁護士会の実施する法教育出
張授業の講師日当等についての十分な
予算措置を講じることの4項目を要望事
項として説明いたしました。出席された
都議から質問も多くなされ、活発な議論
がなされました。
また、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。
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。

令和３年度の活動報告 幹事長　　中西 	哲男

組、空き家対策など、これまで以上に政
治・行政の場において、弁護士の力が求
められる場面が増えてきています。都政
の場で弁護士の専門性が活かされるよ
う引き続き全力を尽くしてまいります。
�A２▶	弁護士としての業務を続けるう
ちに、個別の事件の背後にある、社会の
構造的な課題の解決に積極的に関わり
たいと考えたためです。日本企業の国際
競争力の低下や上がらない生産性・賃

金など経済的な課題、子育てしづらい社
会環境、持続可能性に疑問がある社会
保障制度等を少しでも良くし、自分の子
どもたちの世代に持続可能な社会を残
していきたいと考えています。
新型コロナウイルス感染症対策や、超

高齢社会・デジタル化の進展等により、
政治・行政の場で前例のない判断・対
応を求められる場面が増えています。そ
こでは、雰囲気や空気で判断するのでは

なく、論点を整理し、事実・データに基づ
く論理的・現実的な対策を提示する必
要がありますが、この力は弁護士の持つ
本質的な力そのものです。このような弁
護士として培われてきた力を活かしなが
ら、今日より明日が少しずつ良くなるよう、
一つ一つ取組を積み重ねてまいります。
�A３▶	二人の小学生の息子とゲーム等
で遊ぶことや、お取り寄せグルメを家で
食べることです。

�A１▶	トライア
スロンで日本人と
して最初にワール
ドカップを転戦し、

1990年より18年間、プロトライアスリー
トとして活躍。2008年、株式会社アスロ
ニア設立、代表取締役。スポーツナビゲ
ーターとして、スポーツ番組での実況・
解説、講演会、指導も多数。
2017年から東京都議会議員。1期目
では文教委員会、経済港湾委員会、総務
委員会を務める。また、4年間通して「ラ
グビーワールドカップ・オリンピックパラ
リンピック推進特別委員会」メンバーと
して、大会準備や開催に尽力。
2021年7月より文教委員会委員長とし
て2期目をスタートし、現在、精力的に
取り組んでいる課題として「障害者スポ

ーツ推進」、「ダイバーシティへの取組」、
「都民のスポーツ推進と健康施策」、「オ
リパラ大会後のレガシー活用」、「臨海
部インフラ拡充」、「教育現場の改善」、
「広報広聴」があります。
（現在の担当）
・	 都民ファーストの会東京都議団
・	 都議会文教委員会委員長
・	 オリンピック・パラリンピック特別委
員会委員

・	 スポーツ振興審議会委員
・	 卸売市場審議会委員
・	 東京都鍼灸師会　顧問
・	 江東区トライアスロン協会会長
�A２▶	40歳までは自身の競技追求の
為に世界中で活動させて頂いたので、次
の10年はこのスポーツの為に尽くした
いと活動。さらに50歳を迎えた際に、

次は自身の経験を社会に還元したいと
考えていました。そんな時にトライアス
ロンの仲間であった長谷部渋谷区長から
「一緒に街を変えよう！」と誘われたこと
がきっかけです。が、当初はそんな姿が
想像できずお断りしました（笑）。
このようなバックグラウンドから、僕は
政治家としての視点には欠けることもあ
りますが、都民視点や実業視点という感
覚を大切に、それを見失う事なく活動し
ていきたいと考えています。
�A３▶	もちろんスポーツです！
今も、出来る限り毎朝走ったり泳いだ
りしています。
競技の為というよりも、カラダが動く
と頭も動くし、常に前向きな思考を持つ
ことが出来ます。つまり政治家というス
トレスの多い仕事をいい状態で継続し
ていくには不可欠であると考えています。
もちろんこれからも、頭もカラダも前向
きフル回転で活動していきます。

東京都議会議員　　白戸　太朗　
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2019年 6月に弁政連東京本部幹事長に
就任し、安井規雄本部長をお支えしてま
いりましたが、あっという間の2年間でし
た。就任直後はあれもやろうこれもやろう

と意気込みだけはあったのですが、任期途中からコロナ禍の
影響もあり、結局のところ、都議会予算編成ヒアリングや総会・
理事会、毎月開催される定例会議、機関誌スクラムの発行など
のいわゆるルーティン業務への対応に追われておりました。イ
ベントもいくつか企画したのですが、先方の都合やコロナ禍に
より中止となり、実現出来たのは、都議員を招いて2020年1
月に開催した国際仲裁の発展に関するセミナーだけでした。
今はウィズコロナということで、オンライン会議も一般的にな
ってきましたが、在任中はその余裕もなく、企画すら出来なか
ったことは心残りです。ただ、次の中西幹事長には十分かつス
ムーズな引継ぎが出来ましたので、寺前・中西チームはスター
トダッシュ出来たようで何よりです。在任中にご協力・ご支援
頂いた沢山の方に感謝するとともに、今後も寺前・中西チーム
への強力なサポートをお願いいたします。

東京本部幹事長退任にあたって

2019年度・2020年度東京本部幹事長
　石黒　美幸（東京弁護士会）

2021年 6月に弁政連東京本部幹事長
に就任した中西哲男です。2年間の任期
ですが、寺前隆本部長を支えていきなが
ら、東京本部を活発化するために、諸々、

頑張っていきたいと思います。私は、今、まさに、57期で、40
代前半という脂が乗り切っている時期なので、自分の情熱とエ
ネルギーを2年間存分に発揮するつもりです。具体的な2年
間の活動の目標としては、まず、同世代やより若い世代の弁護
士と都議会議員や区・市議会議員との接点を持つ機会を増や
したいと思っています。また、弁護士出身の都議や区議・市議
の活動を、弁政連東京本部が支援・協働できるような関係の
構築も図っていきたいです。さらに、このような活動をPRし、
より多くの弁護士に弁政連に興味をもっていただけるよう努力
いたします。都議や区議・市議と弁政連との協働関係により、
互いに相乗効果が生じ、その結果、よりよい社会の実現を目指
していきたいと考えておりますので、皆様のお力添えをお願い
します。

東京本部幹事長就任のご挨拶

幹事長　　
中西　哲男（第一東京弁護士会）

早稲田祐美子弁護士（二弁）から本部
長を引継ぎ、今年度、寺前隆弁護士（一
弁）に引継ぎました。
弁護士の使命である人権の擁護と社

会正義を実現するためには、立法的措置や財政的裏付けを必
要とするケースが多くあります。
弁政連は、弁護士会と政府や政党、議員らへの橋渡しをす
る「架け橋」の役割を担っています。
コロナ禍がなかった一年目は、新入会員歓迎会にブースを
出し、新規加入者を獲得することができました。また、都議会
議員をまねき、国際仲裁に関するシンポを開催しました。
さらに、弁政連東京は、「東京都議との皇居1周＋朝食懇談
会」を企画し、都議とジョギングで皇居を1周（5km）した後、
朝食、懇談をするというプランをたてましたが、コロナ禍のた
め開催は中止となってしまいました。
いずれにしましても、色々な企画を工夫し、議員の皆様との
懇談の機会を持ちながら、弁政連の活動を活性化していくこ
とが大切と思います。
2年間、ご協力ご指導本当に有難うございました。

東京本部長退任にあたって

2019 年度・2020 年度東京本部長　
安井　規雄（東京弁護士会）

この度、日本弁護士政治連盟（弁政連）
東京本部の2021年度及び2022年度本
部長に選任され、就任しました。
弁政連の課題は組織率の向上だとい

われ続けてきましたが、歴代執行部の努力にもかかわらず、顕
著な改善が見られない状況です。その理由はいろいろあると
思いますが、弁政連の活動が見えにくいということ、また、東
京三会の弁護士にとっては弁政連に加入する意味とメリットが
感じられないことが最も大きいと思います。東京本部として広
報活動により一層努めることは勿論ですが、何よりも弁護士会
と政治の距離を近づけること。そのために弁護士会の各委員
会の様々な活動を予算要望時だけでなく継続的に政治家に
案内し、いわば、弁護士が直接間接の中立的な政策ブレーンと
して期待される互恵の関係を作ることだと思います。また、政
治家との交流を積極的に紹介し、少しでも政治を志す若い会
員を増やせればとも思っております。
微力ながら東京本部の活性化に力を尽くす所存ですので会
員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

東京本部長就任のご挨拶

東京本部長　　
寺前　　隆（第一東京弁護士会）



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」ですが、これまでとは一味違う仕上がりにしてみました。ご覧いただいた多くの方が、
弁政連の活動に興味を持ち、一緒に活動していただくことを期待しています。（中西　哲男）

弁護士登録数年目のころから弁政連
に入会して活動をしています。
当初は会派の先輩に連れられて企画
委員会の会合に顔を出すだけだったの
ですが、当時売出し中であった蓮舫議員
に会ってみたいと私が言ったところ、ほ
どなくしてそれが実現したことがありま
した。我々の業界と政治の世界は思っ
たより近いということがわかった瞬間で
す。
それから企画委員会に顔を出し続け
たところ、色々貴重な経験ができました。

思い出に残っているものとしては、若手
の議員さんとの懇談会（という名の飲み
会）、現職の大臣のお話を直接聞けたこ
と、地方の支部の会合に参加する名目で
地方弁連大会に参加できたこと、事業仕
分けへの参画、メンバーが国会議員に立
候補して当選したこと、政党の職員の方
との懇談、明石市長を呼んでの勉強会、
政策担当秘書の募集をして多数の弁護
士出身秘書を輩出したこと、各党の青年
組織との勉強会、議員さんのパーティー
への参加、弁政連ニュースの記事のため

のインタビュアーをしたこと、司法修習生
給費制復活のための活動をしたこと、原
発事故被害による損害賠償請求権の時
効の延長の実現に向けた関わり、などな
どあります。
多くの国会議員の先生、都議会議員
の先生にお会いしてお話を聞くことがで
きました。特に弁護士出身の議員の先
生方とは交流が多く、弁護士から議員に
なるということが弁護士としての一つの
キャリアプランではないかと思うように
なりました。
人によっては弁政連について特定の
政治信条に偏っているのではないかと思
ってらっしゃるかもしれませんが、そんな
ことは全然ありません。基本的にどの党
どの議員とも等距離外交といってよく、
広く懇親をして交流を深めることを重視
しています。

弁政連の活動について

豊田　賢治（54 期・第二東京弁護士会）

私は、弁政連の企画委員会に所属し
ています。
企画委員会では、主に弁護士資格を
有する国会議員、地方公共団体の長・
議員や、各政党の青年組織に所属する
先生方とともに、勉強会、意見交換会、
懇親会などを実施しています。テーマは、
中小企業法律支援、民事裁判手続等のＩ
Ｔ化、児童虐待問題、両性の平等・司法
支援問題、少数者の社会参加など様々
です。政治家を志した経緯、選挙の苦労
話、弁護士が政治に携わることの意義な

どについてもお話をしていただいています。
コロナ前は、懇親会も大いに盛り上が
っていました。懇親の場では、議員の先
生から、政治に関する本音の話や悩み
を吐露していただくこともあり、政治や
政治家というものを身近に感じることが
できます。コロナ後は、オンラインを利
用して、多数の議員の先生方と意見交換
をしてきました。
企画委員会をとおして知り合った政治
家の先生から、政策について意見を聞
かれるなど、私自身の活動の幅も広がっ

ています。
企画委員会には、区議会議員や政策
担当秘書など様々な経歴のある弁護士
が所属しており、委員同士の交流も楽し
く、とても励みになります。
弁護士業務や会務をしていると、少数
者の人権、子ども、ひとり親、貧困、高齢
者、司法、中小企業支援、男女共同参画、
教育、雇用・労働、国際、憲法などに関
する様々な問題に直面しますが、そのほ
とんどが政治課題と密接に関わってい
ます。
弁政連は、普段の弁護士業務や会務
を行うにあたり、日本のリアルな政治課
題や現状について楽しく深く勉強するこ
とできる格好の組織になっています。
これからの弁護士業界を担う特に若
い先生方、是非お気軽に弁政連に足を
運んでいただければと思います。

お気軽に弁政連へ

金ヶ崎絵美（65 期・第二東京弁護士会）


