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和歌の浦・海観閣と片男波。その向こうに
カジノを誘致しようとしているマリーナシ
ティーが見える。景勝の地にカジノは似合
わない。

芝野友樹弁護士

森崎有治弁護士
普段は聞き慣れないこ

向を「忖度」し、公平、 し、監視社会化を招き

内閣の最高実力者の意

て、内心の自由を侵害
の言葉が今年はマスコ

公正であるべき行政が

ゆがめられました。政

守りましょう。

気をつけ、平和憲法を

続きますが、夏ばてに

しそうです。暑い夏が

憲法改正問題が急浮上

うか。今年の秋以降は

があるのではないでしょ

の意思として示す必要

ふりかかることを国民

ずや我が身に火の粉が

しない裸の王様は、必

国民の意向を「忖度」

主義国家でしょうか。

れが法の支配する民主

めてしまいました。こ

強行採決し、国会を閉

かねない共謀罪法案を

ミを賑わしています。
この言葉の意味は「他
人のことを推しはかる」
というものであり、悪
い意味の言葉ではあり
ません。他にも、日本
語には「以心伝心」と
か「あうんの呼吸」な
ど、他人の心を推しは
かり、その人の立場に
立って行動することを
意味する言葉がありま
らではの気遣いという

どころか、参議院で委

責任を果たさず、それ

治の私物化です。説明

ご挨拶
ことで良い意味の言葉
ともいえます。
ところが、森友学園

務所、畑純一弁護士が就任し、５月 日ア

ただきました。

面に掲載させ てい

就任の挨拶 を２

ました。

バローム紀の国で就任披露の会が開催され

12

す。それらは日本人な

阪本康文

弁護士

今年度より、和歌山弁護士会会長に当事

戸村祥子弁護士

猛暑 が続きます 。お体を 大切に。
阪本康文弁護士

「忖度」（そんたく） 。 問題、加計学園問題は、 員会採決を省略までし

畑 純一弁護士

健康指向が高まり、食事

に気を付けている人も多

いと思います。ドラキュ

ラとニンニクとの関係で

最近気づいたことがあり

ます。ドラキュラと言え

ば、私の世代では、イギ

リスの俳 優のクリスト

ファー・リーです。吸血

鬼の迫真の演技には身の

毛もよだつ思いでテレビ

を見ていました。このド

)

ラキュラの苦手なものは、

太陽光、十字架、聖水、

ニンニクです。では、な

ぜドラキュラはニンニク

が苦手なのでしょうか？

ニンニクの強烈な臭いの

せいかもしれませんが、

実は吸血鬼であるドラキュ

ラにとってはもっとも好

ましくないものだったの

です。というのは、生の

にんにくにはアリシンと

いう酵素成分があり、強

い抗酸化作用により、癌

細胞を破壊するとも言わ

れますが、なんと 溶血作

用があり、大量に摂ると

血中のヘモグロビンを破

壊し、貧血になってしま

うのです。だから、人間

の血液を主食とするドラ

キュラにとって、生のニ

ンニクを食べている人間

の血液を吸血すると自身

も貧血になってしまうの

です。軒先に生のニンニ

クの束がぶら下がってい

る家にはドラキュラは近

づかないのです。皆さん

も気を付けましょう。

弁(護士・森崎有治
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昨年の香川大会の様子

和歌山弁護士会の会

忖度の闇に光を！

をただすことにつなげら

るか。権力のえこひいき

こまで忖度の闇にせまれ

す。オンブズの手法でど

の発表が予定されていま

を行っており、その結果

とされないよう実態調査

権力の都合で「個人メモ」

使用したメールやメモが

ます。官僚が業務上作成・

だす」をテーマにしてい

「権力のえこひいきをた

に光を！ 」メインに、

たくさんの皆さんのご参

会５０００円）として、

な方は５０００円、懇親

す（但し大会資料の必要

なたでも参加いただけま

参加費１０００円で、ど

現地実行委員会では、

映した重要なテーマです 。

です。いずれも時代を反

ブル」「自治会」の４つ

動費」「カジノ・ギャン

こひいき監視」「政務活

が決まっています。「え

分科会は、４つのテーマ

)

れるか、今から楽しみで

事(務局長・畑中正好

加を呼びかけています。

また、３日午前に行う

す。

時代を反映した重要なテーマで
市民オンブズマンの第
回全国大会が、９月２日
土( )時から３日 日( )時
にかけて和歌山県民文化
会館で開催されます。
「忖度 そ(んたく )の｣闇

和歌山大会のチラシ

当番弁護士制度を

事弁護の分野では当番弁

護士制度の実現です。刑

３つめは、民事当番弁

含む安保法制、そして今

法、集団的自衛権容認を

ています。特定秘密保護

の政府の動きには難儀し

つの仕事

護士制度がありますが、

回の共謀罪と矢継ぎ早で

民事にも

民事（家事を含む）分野

した。今後は通信傍受法

在任中にやりたい

長に就任した畑純一です。
「弁護士会の会長って？
何を す る の？ 」

さて、地元和歌山に目

にはありません。すぐに

の改正なども出てくるで

するための活動をしたり、 性を持ち続けられるよう

弁護士に相談したいとい

しょうし、憲法改正の動

ます。日弁連とともに国

るような活動を行ってい

法の法制度の改善を求め

と疑 問 に 思わ れ

を向けて、私が在任中に

う市民の方に迅速に弁護

きも活発化しそうです。

情報提供を行うことや市

士を紹介できる制度は司

会内で十分な議論を尽く

またそのために法制度を

弁 護 士 会は 、
ひと こ と で言 え

会や行政（地方自治体も

私の日々の活動です。

な弁護士会の役割を会員

けも行います。このよう

判所や検察庁への働きか

もします。そのほか、裁

ば、 市 民 の基 本
弁護士が広い視野と専門

そのため、弁護士会は、 含む）に働きかけること

広い視野と専門性を
持てるように

るみ な さ んに 、

についてお話しましょう。 のあり方にも影響するこ

実現したいと考える仕事
とですので、たいへん重

法アクセスの充実という

して対応をしていく必要

民が相談しやすい環境を

要だと考えています。

観点から重要だと思いま

があります。

良いものにしていこうと

２つめは、これも行政

す。そのほか、弁護士会

会長の仕事は細かいこ

わか り や すく 説

に関わりますが、行政連

での相談体制そのものに

とから大局的なことまで

作ること、司法制度全体

携のための制度を会内に

も工夫すべき点があると

幅広く、実に多忙ですが 、

するための活動を行う弁

協定を結ぶことです。災

設置したいということで

考えており、担当の委員

一弁護士として市民の皆

明さ せ て いた だ

害が発生したときに市民

す。自治体とは日頃から

会で検討をお願いしてい

さんから依頼を受けてい

が正しく機能するために 、

の皆さんが気軽に法律相

法律相談や各種委員の派

ます。

するわけにはいきません 。

護士の活動を支える組織

談ができ、迅速に必要な

遣などで連携しています

これまで以上に品質高く 、

きた い と 思い ま

情報を得ることができる

が、さらに、たとえば弁

政府の動きに

んばっています。引き続

した時に備え、自治体と

１つめは、災害が発生

自治体との協定

災害発生に備えた

ようにしたい。また、裁

護士会の会員弁護士が行

難儀します

きご支援をお願いいたし

裁判で使う手続法や実体

判によらない紛争解決制

政の各分野で講師や顧問 、

以上のような目標をか

です。

Ｒ」が災害時によく機能

委員、アドバイザーなど
かげ、私は日々任務を遂

す。

するように行政としっか

を務めることができたら 、

会内で制度化

行政との連携を

りと協定を結んでおきた

行政サービスが向上する

かつ迅速に解決すべくが

る事件の解決も後回しに

いと考えています。これ

るのが会長の仕事であり 、 度である「弁護士会ＡＤ

の協力を得ながら遂行す

らがきちんと機能するか

ます。

３回目の年金裁判法廷審理を終えて

質 問と いう 求

れ らに 対す る

方の主張や反論及び、そ

も工夫をして続ける予定

共感を呼んでおり、今後

か許されない陳述ですが、

いています。僅か５分し

谷 登

芝野友樹弁護士らを代

釈 明な どの 、

です。また、第２回目か

県年金者組合書記長（原告）
深

理人に和歌山地裁に提訴

口 頭で 陳述 し

ら、裁判が行われる前に、

大法廷の傍聴席を超える

となりました。３回とも

は、６月 日で第３回目

した年金裁判の法廷審理

た とす る書 面

公園前交差点でアピール

そ うし た中 、

続けていく予定です。

のアピール行動も今後も

続 いて いま す。 宣伝を行っています。こ

の やり 取り が

原告・傍聴者の監視のも

とで進んでいます。

法廷では、私達と国双

初 回の 中谷 吉

２ 回目 は辻 耶

める裁判です。勝利すれ

だけで生活できるよう求

年金裁判は、「年金」

須 美氏 、３ 回

ばすべての年金者に反映

治 氏に 続い て、

目 は井 本千 代

されます。次回は９月

日。午後１時公演前交差

氏が原告になっ

た 思い を口 頭

論は敵視する。官僚は人

点集合です。引き続き裁

だろう。安倍晋三首相は

事権で服従させる。これ

で 述べ ると い

「美しい国」を提唱して

らのことが目に余った。

判勝利のため傍聴や署名

いたのではなかったか。

都議選はその結果だろう。

う 原告 団の 陳

なのに最近の安倍首相は

なのに、安倍政権は、退

にご協力をお願いします。

美しくない。「腹心」と

陣しようとせず、政権に

述 が法 廷で 響

自民党の東京都議選で

いうお友達を優先する政

恋恋して改憲に突き進も

雑感

の歴史的大惨敗に溜飲を

権運営。野党の国民の異

（ 事務局長・畑中正好 )

私だけだろうか。

余りにも醜いと思うのは

うとしている。その姿は、

下げた人も多かったこと

受付時間 午前９時～午後６時３０分

毎回裁判前に、公園前交差点で
アピール行動

行しておりますが、最近

TEL 073-433-2241
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のではないでしょうか。

５分間だけど共感呼ぶ口頭陳述

まずはお電話で
日時のご予約を

22

13
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どうかは、その後の復興

所では
当事務

13

的人 権 を 護り 、
社会 正 義 を実 現

純一
畑
弁護士

