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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

この6月2日の総会において、前竹之

内明本部長の後任として、日本弁護士政

治連盟東京本部（以下「東京本部」と言

います。）本部長に選任され、同本部長に

就任いたしました。よろしくお願いします。

さて、日本弁護士政治連盟（以下「全

国本部」と言います。）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。

爾来、日本弁護士政治連盟は、日弁連と

政治家を繋ぐ懸け橋としての役割を担っ

て、日弁連が求める立法等の諸政策課

題について、国会や政党、国会議員等に

対する要請活動をして参りました。

その中で、東京本部も、平成16年1

月の設立以来、全国本部との連携の下

に、東京都選出の国会議員、都議会議

員等及び各政党等との懇親を深めるべ

く活動をして参りましたが、必ずしも十

分と言える活動を展開することができな

い状況にありました。その原因の一つは、

東京本部の組織力の弱さにあるように思

われます。東京三会所属会員の弁政連

加入率は、全国平均を下まわる数値で

推移しています。東京本部としては、ま

ずは全国平均並の加入率を目指して、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るところです。

そこで、東京本部では、この度、東京

三会所属会員に対して、弁護士政治連盟

東京本部の活動状況をお知らせし、東

京本部の有用性についてのご理解をいた

だき、多くの会員に東京本部の会員（同

時に全国本部の会員）になっていただく

とともに、東京本部の活動にもご協力を

賜りたく、東京本部ニュースとして本誌

を発刊することといたしました。

東京本部では、平成26年度は、その

活動方針として、その組織力強化ととも

に、定期的な形で、東京都議会議員と

の交流会や東京地方裁判所立川支部管

内の国会議員・都議会議員等の交流会

等を企画しましたが、折悪しく、こうした

企画が衆議院議員選挙で立ち消えとな

りました。そこで、平成27年度は、前年

度の活動方針を引き継いで、これを実行

すべく、現在、都議会議員等との交流会

を行なうべく準備中です。

近時、弁護士の国会、地方議会、地方

自治体等への進出が活発化しており、政

治や行政の分野での活躍が期待されて

います。言うまでもなく、東京においても、

法教育の重要性とともに、高齢者・障害

者・虐待・貧困等の法律問題があり、地

域社会における弁護士による法的サービ

スの必要性も高まっています。また、東

京地方裁判所立川支部の本庁化問題も

弁護士会の大きなテーマになっています。

都議会はもとより、区議会、市議会等と

も連携して、弁護士が都民等のニーズに

応えるためにも、東京本部の役割は大き

いと言わざるを得ません。

微力ではありますが、任期中の2年間、

全力で東京本部の活性化に努力して参

る所存ですので、会員の皆様のご理解と

ご協力をお願い申し上げます。

本部長就任のご挨拶と　
発刊に当たって

東京本部長　　神　　洋明　

2013年度，2014年度 の2年間東京

本部長を務めさせて戴きました。

今振り返ってみましても，何とか任期

を全うしたというだけのことで成果らしき

成果もなく，東京本部会員の皆様にはま

ずもってお詫びを申し上げます。

このようにふつつかな本部長でありまし

たが，藤原浩幹事長が女房役として良く

支えて下さいました。この場をお借りし

て心から御礼申し上げます。

この不束本部長であった私に比し，神

新本部長は，この東京本部ニュースの創

刊を企画されるなど，任期当初から意欲

的に取り組んでおられます。神本部長そ

して比佐幹事長のご活躍により，当本部

が活性化することを期待致しております。

以下，新執行部への期待と引き継ぎ

の意味も含めまして，私の忸怩たる思い

をお伝えしておきたく存じます。

退任のご挨拶

前東京本部長　　竹之内　明　
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当本部は，東京都独自の政治課題へ

の取組みをしてきたこともあったようです

が，近年は，弁政連本体とほぼ一体と

なって活動してきた経過であったかと存

じます。そのような中で，2013年度にお

きましては，私が委員長を務めておりま

した弁政連組織強化委員会と当本部と

の合同会議を定期的に開催し，東京に

おける弁政連の組織率拡大に務めまし

た。何しろ，政治に対するアレルギーや

偏見をお持ちの方も多く，一般的なお願

いだけでは加入して戴くことが難しいこ

とから，東弁におきましては，各会派に

もご協力戴き，ターゲットを絞ってお願

いするという，いわばキャッチセールスの

ようなことも致しました。これらの活動に

より東弁の会員数を増加させることがで

きましたが，何しろ母数の増加が半端で

はないため，組織率低下傾向を止めるこ

とはできませんでした。当本部の執行部

は三会の持ち回りで，担当会の請負的

な状況にありますが，このような状況か

ら脱皮して，三会そろって組織強化に取

組むことが必要かと存じます。

2014年度におきましては，当本部独

自の活動の第一歩として，都議会議員と

の交流会，東京地裁立川支部の本庁化，

東京三弁護士会多摩支部の本会化を目

指しての東京都選出国会議員への働き

かけに取組みました。しかしながら，神

本部長のご挨拶にもありますように､突然

の衆議院解散で頓挫を来たした次第で，

残念に思っています。

幸い，神本部長は，私共のやり残した

課題にも取り組んで戴けると承知してお

ります。会員の皆様におかれては，神本

部長に対して，一層のお力添えを戴きま

すようお願いして，退任のご挨拶とします。

本年6月から弁政連東京本部幹事長

に就任しました。藤原浩幹事長からの引

継ぎです。

なぜ私が，というところですが，本年

度は平成26年度の一弁会長であった

神洋明先生が本部長に，副会長であっ

た私が幹事長に，というメグリ合わせに

なっているのだと聞いております。まずは

一弁に引続き，弁政連でも神本部長を

支える役割ということで大変うれしく思っ

ています。

私自身，これまで弁政連にほとんど関

与してきませんでしたので、言えた義理で

はないですが，弁政連の組織率（入会率）

は大変低いです。東京三会会員の弁政

連加入率を全国平均以上とすることが当

面の目標となっているところです。

特に若手会員の新規加入の促進を図

ることが急務となっています。ただ，今

の若手は（もしかして旧い弁護士でも）

加入を勧めると，弁政連に参加すると具

体的に何かいいことがあるんですか，楽

しいことがあるんですか，なんていうこと

を臆面もなく聞いてきます。

まあ，そう目先のことばかり考えない

で，たとえば我々が普段お世話になって

いる弁護士法23条の2の弁護士照会

制度も弁護士側の根強い要求があって

新設された条文なんですよ，弁護士が政

治（立法，行政）にコミットするのは大切

なことなんです，などと説いてもあまり納

得してもらえません。

やはり弁政連に入会してよかった，楽

しかったという要素も無視できないので

しょう。今後は若い人に少しでも関心を

持ってもらえるような組織にすべく全力

を傾注したいと考えております。

また，司法試験の合格者数の問題，

司法修習生の貸与制問題，あるいは取

調べ可視化を含む刑事司法改革，足も

との多摩支部本庁化・本会化の問題など，

いずれも政治との連動なしでは一歩の前

進はありません。

弁政連は強力なロビイストたれ，とい

う強い気持をもって職務に邁進しますの

で，よろしく御指導のほどお願い申し上

げます。

就任にあたって

幹事長　　比佐　守男　

平成23年度東弁会長であった竹之内

明先生が平成25・26年度の弁政連東

京本部本部長に就任された関係で，平

成23年度東弁副会長であった私は，竹

之内本部長にお仕えするため，否応なし

に東京本部幹事長に就任することとなり

ました。

就任当初，弁政連の活動を十分に認

識しておらず，東京本部が弁政連の支部

であることすら理解していなかったこと

から，竹之内本部長をはじめ，皆様の足

を引っ張ることも多かったのではないか

と思います。

退任にあたって

前幹事長　　藤原　　浩　
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日弁連に代わって政治分野を担うの

が弁政連であり，その中心ともいうべき

東京三会の支部が東京本部である以上，

東京本部が果たすべき役割は極めて重

要であります。そして東京本部が弁政連

を支え，日弁連をバックアップするため

には，豊かなマンパワーが絶対的に必

要です。しかしながら，東京三会会員の

弁政連加入率は僅か5％に過ぎず，全

国の平均加入率である10％を大幅に下

回っており，東京本部における組織強化

が喫緊の課題であることは明らかです。

このため，2年目の平成26年度には，

「東京本部の活動を活性化させ，若手会

員も積極的に参加する組織を目指す」と

の方針のもと，東京本部の弁政連加入率

を全国平均以上とすることを当面の目標

とし，東京本部としての企画（若手会員

と若手都議会議員との交流会など）を実

施することなどを検討してきました。

ところが，昨年末の衆議院解散総選

挙や，今年春の統一地方選挙などの影

響で，当初予定していた東京本部として

の企画を実施することができず，また，

若手会員を中心とする会員拡大について

も，苦戦が続き，目標を達成できません

でした。

東京本部の活性化のため，掛け声

はかけたものの，力不足のため，めぼし

い成果を上げることはできませんでした。

今後の運営につきましては，神本部長，

比佐幹事長にバトンタッチすることにな

りますが，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

願いいたします。

平成27年 6月2日に東京都本部定期

総会がひらかれ，新たな本部長，幹事長

等の新役員が選任され，また平成27年

度の予算案や活動方針が承認されまし

た。活動方針の最大の眼目は東京三会

会員の弁政連加入率を全国平均以上と

することですが，その他に若手会員と若

手都議会議員との交流会の企画なども

あり，これは本年度後期の実施にむけて

対応検討中です。

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

議を開催しているほか，9月3日には都

議会公明党都議に，9月9日には同民主

党都議に対し，弁護士会として東京都予

算についての要望を行いました。

警察署における被疑者取調べの録音・

録画の拡充に必要な機材整備，弁護士

によるいじめに関する出張授業実施のた

めの予算措置など，数項目の要望事項

を都議会議員の前で力説してきました。

年度後半も前記の都議会議員との交

流会の実施や立川支部の本庁化・本会

化問題への取組みなど充実した活動を

すべく鋭意努力中です。

都議会公明党によるヒアリング

平成 27年度の活動報告 平成 27 年度幹事長　　比佐  守男

都議会民主党によるヒアリング



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
弁政連及び同東京本部で組織強化の担当理事をしております。日弁連の政策実現と司法を支えるに
ふさわしい党派を越えた政治的基盤を構築するには、なんといってもまずは数の力が頼みです。東京
三会の加入率は全国平均の半分という寂しい状況であり、目標1割の達成を目指して、一人でも多く
の方が入会くださるよう切にお願い申し上げます。	 （菊地　裕太郎）
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