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2018 年度 役員紹介

すべての市民の人権が等しく保障される社会に
─ 2018 年度会長就任にあたって─
東京弁護士会会長

安井 規雄

◆この度，2018 年度の東京弁護士会会長に就任い

◆「人権を守る」
「平和を守る」
「弁護士自治を守る」

たしました。6 名の副会長，2 名の監事及び 80 名の

の 3 つの「守る」を基本として，誠実に，謙虚に，

常議員とそれぞれの立場はありますが，職責を全う

熱意をもって職責を果たしてまいります。

し，東京弁護士会の新しい未来を築いていきたいと
思います。

◆取り組む重点政策
※

弁護士の活動領域の拡大（中小企業への支援，

◆すべての市民の人権が等しく保障される社会をつ

法律相談センターの運営の改善，行政との連携，

くるためには，基本的人権の保障と社会正義の実現

高齢者の財産管理への支援，アウトリーチ活動の

を使命とする弁護士が，その活動領域をさらに拡大

強化，新たな活動領域への支援等）

（弁護士の活動領域の拡大）し，社会のあらゆる分

※

若手会員へのサポート（貸与制世代へのサポー
ト，知識及び経験のサポートとして，レベル別・

野に進出することが必要です。
その担い手の中心は若手会員であり，若手会員の

分野別の研修やクラス別研修のほか，委員会での

業務基盤，活動基盤を確かなものとし，若手会員が

研修を充実させます。また，ベテラン会員とのセ

生き生きと誇りを持って活 躍できるようサポートし

ットでの法律相談や共同受任の機会を拡大して，

ます。また貸与制世代の喫緊の課題にも全力で取り

若手会員への OJT を支援します。）

組みます。

※

平和と憲法改正問題

※

人権擁護に向けた積極的な活動（高齢者・障

◆民事事件の新受件数が，右肩上がりの状況にはな

がい者・子どもの権利擁護，外国人（ヘイトスピ

く，この状況について不安感を抱いているのは，若

ーチ等）・貧困等の差別問題，山積する人権課題

手会員のみならず，中堅・ベテラン会員にも少なく

等）

ないといわれます。
しかし，若手会員に活力があれば，人権活動や弁

※

死刑制度の廃止と犯罪被害者遺族への支援

※

法曹養成制度（法曹志望者の確保，法曹養成
制度改革等）

護士会活動が勢いづき，中堅・ベテラン会員も若手
会員からエネルギーをもらい，若手会員への指導や

※

司法改革（民事司法改革，刑事司法改革）

OJT を積極的に担うことができると思います。

※

弁護士自治と不祥事対策

※

弁護士業務妨害対策

◆弁護士会が直面する課題には，憲法改正の問題等，

※

災害時の会員・市民へのサポート

会員間で大きく意見が分かれ，時として深刻な意見

※

法テラスの報酬額の改善

の対立が見られることもあり，会内の合意形成に困

※

多摩支部の活動支援

難を伴うことも少なくありません。
色々な意見に十分に耳を傾け，議論を尽くし，民
主的な合意形成を目指します。
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一年間，会員の皆様のご指導ご協力を心よりお願
い申し上げます。

誌上インタビューを行いました。
1 年間よろしくお願いいたします。

質 問

2018 年度の役員に

① 一番関心のあることは何ですか？
② 一番大切にしていることは何ですか？
③ 長所・短所，趣味は何ですか？
④ 座右の銘は何ですか？

人権が等しく保障される社会に
①

ホノルル，バンクーバー，シドニーなど海 外

よって市民の権利をより広く守られるようにす

マラソンにも出場しました。サブフォー（3 時

ること

間台）を 2 回出しましたが，その後は本当に

長所は明るいこと，短所は頼まれたら断われ

「ゆっくり走ろう」程度です。
④

座右の銘という程ではありませんが，
「努力」

ないこと。趣味はジョギング，ガーデニング，

であり「人生，明るく，楽しく，さわやかに」

切手収集。最近はレースに出場していませんが，

です。

サスティナブルな弁護士会に
①

当会が持続可能な組織として発展するため

副会長

③

に何をすべきかです。それに向けて，ダイバー
視点に立った計画の策定と会務の執行を重視

長所は明るく朗らかで，くよくよしないとこ
大雑把なところでしょうか。趣味は山歩きです。

④ 「為せばなる」

したいと考えています。

「来る者拒まず，去る者追わず」

バランス感覚です。物事には絶対的な正解

「泣こかい，飛ぼかい，泣こよっかひっ飛べ」

はなく，バランスを取りながら物事を考え，周

（故郷の鹿児島の教訓：実行しようかどうし

りの意見を聞き，理解を得ながら進めていくこ

ようか迷ったら，とにかく思い切ってやってみ

とが大事だと考えています。

ろ，という意味）

より強固なつながりを目指して
①

石黒 美幸（43 期）

ろです。短所はお人好しで用心深くないところ，

シティを踏まえた会務運営の推進と中長期的

②

安井 規雄（34 期）

弁護士の活動領域をさらに拡大し，これに

② 信頼
③

会長

弁護士自治の堅持です。

副会長

長所

粘り強くあきらめないところ

弁護士自治は，弁護士の使命である「基本

短所

感情がすぐに表に出てしまうところ

的人権の擁護と社会正義の実現」に不可欠の

趣味

犬との散歩

ものであり，弁護士自治を護ることが，弁護
士会の運営において最も重視すべきものである

③

海野 浩之（45 期）

④

その志（こころざし）明らかなれば冬の夜を
我は嘆かず

と考えています。
②

皮膚感覚
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一人一人を大切に，皆さんと共に
① 「毎日を大切に，自由で平和な暮らしができ

い？こと」
。短所は，
「議論していてつい熱くな

るか」ですね。情報が氾濫し，かの国の大統

ってしまう？こと，それに浪花節的で情に脆い

領自ら日々フェイクニュースを流していると言

ところ」でしょうか。趣味は，ゴルフ・スキー・

われている時代です。嘘などない，皆が幸せに，

読書（好きな作家は，帚木蓬生，佐々木譲，

平和に暮らせる世の中にならないかなぁ，と考
えています。
②

山本周五郎，
藤沢周平etc）
・演劇鑑賞などです。
④

人との出会い，交流を大切にしていきたい，

③

座右の銘→「真理が我らを自由にする」と
いう言葉が好きです。座右の銘というかどうか

と考えています。

は別ですが，
「努力は裏切らない」という言葉

長所は，
「協調性があること，それに粘り強

も好きですね。

未来を切り拓く弁護士のために

副会長

① 今この社会で，個々の弁護士がどのような役
割を期待され，どのような役割を果たすことが

③

長所は協調性のあること，短所は心配性が

可能かということです。より具体的には，弁護

過ぎることです。趣味は，以前は車・カメラ・

士の活動領域拡大と若手支援，ダイバーシティ

オーディオと答えていましたが，ここのところ

の推進です。

どれもご無沙汰にしており，最近は，スキー・

や経験にとらわれず，現場を知る人々の話を抽

温泉巡り・城巡り等に凝っています。
④ 実は格別ないのですが，
「ベストプラクティス」

象的でなく具体的に聞いて物事を判断するよう

としておきます。

未来へと，つなぐ
①

副会長

どうすれば弁護士会を，会員にとって，弁
ものにすることができるか，ということです。

③

テニスと音楽・映画鑑賞。
④ 「一期一会」様々な人と出会って，依頼を受

人との出会い，知識や音楽，体験との出会

けたり，一緒に仕事をしたりするのが私たち弁

い，今を生きることを大切にしたいと思ってい

護士の仕事です。一度しかない人生をしっかり

ます。

生きること，その大切さを感じさせてくれる言

長所は，人の言うことをよく聞き理解するこ

葉です。

日本の司法，法曹の明日を考えながら
① 日本の司法，法曹の行く末です。政治情勢，

副会長

③

道 あゆみ（47 期）

長所は，良く通ると言われる「声」と，
「元

社会情勢，世界情勢が様々な要因から変化し

気」
。短所は，沢山あると思いますが，
（こう

ていく中で，今まで以上に司法，法曹の意義

見えて）色々考えこむところ。今や趣味と言え

とアイデンティティは大 切になると思います。

ないかもしれませんが，大学時代は体育会のバ

三者が良い意味で手を取り合って，そのことの

ドミントン部で，中距離を走るのが好きでした。

意味を考え，行動していく必要があろうかと思
います。
② 公私を共に過ごす方たちの心身の健康です。
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市川 充（47 期）

と。短所は，情に流されやすいこと。趣味は，

護士会と関わり合いのある人にとって魅力的な
②

石原 俊也（47 期）

心がけています。

② 様々な人の意見を良く聞くことです。先入観
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坂口 禎彦（46 期）

副会長

④

座右の銘はありませんが，最近心に沁みた
のは，You cannot make omelet without
breaking eggs。
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2018 年度 役員紹介
1年間よろしくお願いします。

監事

大八木 葉子（50 期）

① 会員の方に会財政により関心を持ってもらえる

なことでしょうか。趣味は旅行（めったに行け

ようにする方法，会財政に関するわかりやすい

ませんので，ガイドブックや地図を見て想像す

情報提供を行う方法です。

ることが多いです）や散歩，美術館巡りなど

② 謙虚でありたい，誠実でありたいという気持ち
を忘れないことです。
③

です。
④

長所はこつこつと作業を続けることをあまり
苦に感じないこと，短所は字が下手で不器用

特にありませんが，努力を重ねることで日々
一つでも何らかの進歩があるように生活してい
きたいと思っています。

一年間頑張ります。
①

監事

⑴ 障がいのある人もない人も誰もが暮らしや

は情に流されやすいところ，自分に甘いところ

すい社会を実現するために何ができるか ⑵ 会

です。趣味は，ブルースを聴くこと（アメリカ

財政の情報をわかりやすく会員に提供するため

南部に行ったりします）
，ドライブ（今はアメ

にどのようなことができるか

車です）
，囲碁（ヘボ碁ですが）です。

⑶ 繁盛している

ラーメン屋の秘訣
②

出会いを大切にして，タイミングを逃さない
こと。

③

黒嵜 隆（50 期）

長所は超ポジティブ，穏やかな性格，短所

④ 「清濁併せ呑む」
（自分と異なる価値観や考
え方も一旦は受け入れる度量の大きな心を持つ
こと）
，
「生きてるだけで丸儲け」
（そのまんま
です）
。
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