ご挨拶

１年間の養成を終えて

私は、法テラスのスタッフ弁護士として当事務所で養成
を受けてまいりましたが、このたび、２０２２年１月１日よ
り、法テラス壱岐法律事務所へ赴任することになりました。
依頼者の皆様をはじめとして、多くの方にお力添えをいた
だきましたことに、心より感謝申し上げます。
この１年間、債務整理事件や消費者事件、労働事件等、
様々な分野の事件を経験してまいりました。思うようにい
かないことも少なくありませんでしたが、一つ一つ、でき
ることを増やしていけるよう、試行錯誤を繰り返してきま
した。また、日弁連等の主催する研修への参加等を通して、
経験の不足している分野の知識を補うことにも努めまし
た。事件処理にあたっては、様々な業界の取引慣行から
家電製品の構造に至るまで、今まで自分が知らなかった
ものごとに触れる機会が多くありました。そのようなとき、
文献を使って自分で調べることもありますが、関係者の方
からお話を伺うことで、疑問が消えて解決の糸口が見えて

法律コラム

弁護士

宮原

くるということが多くありました。日々の業務の中で、多く
の方から学ばせていただいていることに、深く感謝してお
ります。
課題も多く残りましたが、養成期間における全ての経験
は、今後の弁護士としての業務に活かされていくものと確
信しています。
これからも、困難を抱えた方々に寄り添い、力になれる
よう研鑽を積む所存です。今後とも、ご指導、ご鞭撻の
ほど、よろしくお願い申し上げます。
法テラス壱岐法律事務所
〒811-5135 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦174
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自転車に乗る方や、お子さんが自転車に乗る保護者の方
は、運転中の賠償責任に対応できる保険に加入しているか、
ぜひ一度、ご確認下さい。契約中の火災保険や自動車保
険などに、個人賠償責任保険を付帯する方法もありますし、
自転車保険として独立した保険もあります。
小学生が発生させた自転車事故で、親権者に 9000 万円
台の賠償を命じる判決が、一時、話題になりました。子ど
もでも加害者になりますし、高額賠償事案も生じています。
被害者がきちんと賠償を受けられるためにも、また加害
者が自己負担での多額支払で逼迫しないためにも、義務化
の趣旨を踏まえて、ご検討頂ければと思います。

「ダイヤモンド富士」
撮影 : 佐川直樹（荻野弁護士の知人）

新年のご挨拶
新しい年を迎え、みな様におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。
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セプトに業務を行ってまいりました。各弁護士は、それぞれが専門性のある分野に精通して
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池袋駅東口（パルコ口）を出て、明治通りの信号を渡り、ヤマ
ダ電機LABIの北側の道（向かって左の道）を進みます。
もう１つ信号を渡り、少し左にずれた道（WACCAの隣の道）
をそのまままっすぐ進みます。中池袋公園を通り東京建物ブリ
リアホールの右側を進みファミリーマートの先にあります。

池袋総合法律事務所
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自転車の保険、入っていますか？

自転車を運転中に、人に怪我を負わせるなどの事故を
起こすと、自動車の事故と同様に、加害者は賠償責任を
負います。ところが、自転車の場合、保険に入っておらず、
損害賠償の話し合いが難航する、というケースが少なくあ
りません。
このような中、地方自治体が条例によって保険加入を
義務付ける動きが進んでいます。東京都でも、自転車の
利用者やその保護者等に対し、自転車により生じた他人
の生命・身体の損害を賠償する保険等に加入することが
義務化されています。現在では、保険加入を義務又は努
力義務としている都道府県の方が多いです。（ただし、罰
則はありません。）

池袋総合法律事務所ニュース
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士を養成する事務所でもありますが、昨年１年間、当事務所に在籍した宮原悠太弁護士は、
今年から法テラス壱岐法律事務所に勤務しています。
私どもは、これからも、みな様が気軽に相談できるいわゆる敷居の低い事務所を目指すと
ともに、みな様に充実した質の高い法的サービスを提供できるように研鑽に努めてゆく所存
です。
今後とも、よろしくご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
２０２２年

元旦

地道に歩む一年へ
弁護士

弘中

章

現在、仕事が原因で怪我をしたり、病気になったりした
場合に利用できる「災害補償制度」を素材とした勉強を
続けています。特に、公務員法（公務災害補償制度）と労
働法（労災保険法）の制度を比較するという視点に立っ
て、双方の仕組みの違いや共通点について調べています。
約１０年前より、弁護士として過労死・過労自殺の問題に
関わらせていただくようになりましたが、これまで得てき
た知識や経験を少し体系的に整理する機会になればと
思っています。
問題の複雑さ・難しさにぶつかり、研究は遅々として進
みませんが、過労死の問題に関わってきた諸先輩方の著
作を集め、目を通すことで、当事者の思いを受けとめた弁
護士たちが、法理論を生み出し、実践を続けて、救済の道
を切り開いていった歴史を追体験することができていま
す。
「歴史」の重みを実感し、しばしば圧倒されますが、謙
虚に勉強を続けて、少しでも自分の血肉にできればと願っ
ています。
悔いの残らない一年にすべく、地道に歩んでまいります。
本年も何卒よろしくお願いいたします。

マスクを外すとき
弁護士

鶴森

雄二

明けましておめでとうございます。
慣れとは怖いもので、マスクをしての生活にすっかり
慣れてしまい、新型コロナウイルスに感染する、感染さ
せてしまうという不安からマスクをしてはいるものの、マ
スクをしていないと何となく落ち着かないというふうに
なってしまいました（衣服や眼鏡のように身体の一部に
なっています）。本当は、マスクをせずに新鮮な空気を
思いっきり吸いたいですし、マスク越しではなく互い顔を
見て会話をしたいところです（マスク越しでしかお会いし
たことがない方もいらっしゃいます）。早くマスクをしなく
てもよい生活に戻れるよう願ってやみませんが、どのタイ
ミングでマスクを外すかは悩ましいところです。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

コロナ禍での消費者被害にご注意 !
弁護士

志水

芙美代

コロナ禍で自宅で過ごす時間が増えたことや、オンラ
インでのコミュニケーションツールが普及したこともあっ
てか、SNS やオンラインセミナー等を介した副業や投資
に関する消費者被害のご相談が増えています。
勧誘をする側は、あたかも簡単に割よく儲かるビジネ
ス・投資であるかのように説明をし、初期投資を促しま
すが、実際には勧誘通りにはいかず、初期投資分がほぼ
そのまま損失として残ることも珍しくありません。コロナ
禍の収入減からの挽回の為に副業・投資を試みたケース
では、借金を大きく増やしてしまう結果になったりします。
これらのケースでは、消費者契約法や特定商取引法といっ
た消費者保護のための法律に基づいて返金交渉をする
と、相手業者が「ビジネスであり消費者ではないから自
己責任である」といった主張をしてきて交渉に手こずるこ
ともあります。
基本的なところですが、簡単に儲かるとの誘いには乗
らない、契約内容をよく確認するということが重要です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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最近、メディア等で「ヘアドネーション」が取り上げられ
ているのをご覧になった方々もおられると思います。病気
や事故等で髪の毛を失った子ども達にウィッグを贈るため
に、髪の毛を寄付する活動です。私も昨秋、寄付しました。
ヘアドネーションをする髪は、31cm以上の長さが必要
です。５０代で数年かけて伸ばして、途中で髪の色がすっ
かり変わったら…と心配したのですが、調べてみると、グ
レイ（シルバー）ヘアでも、カラーやパーマをしていても、
問題なく寄付できるとのこと。やってみよう！と決意し、
以後２年半強、自分史上最長のロングヘアに（最後はベル
トまで達しました）。
伸ばす間は、洗髪や乾燥に少し時間がかかるものの、
結ぶため寝グセやハネの心配は不要で、想像したより楽
でした。今はショートに戻り、あまりの軽さに不思議な気
分です。
１人分のウィッグを作るために、数十人分の髪が必要
だそうです。ささやかな社会貢献の輪が今後も広がって
いけば嬉しいです。

ウィズコロナに慣れてきた？

民法の講義
弁護士

ヘアドネーションをしました

稔

縁あって、大学で民法を講じる機会を得ました。
改めて、教科書を読み返しながら民法を勉強し直して
みると、自分が学生時代に「もやっ」としていたところの
視界が急に開けたり、それとは逆に、分かったつもりに
なっていた部分が、ちっとも分かっていなかったことが分
かったり、大いに知的な刺激を受けています。
それ以上に、学生が課題に取り組み、こちらが投げた
ボールを懸命に打ち返してくれるという経験も、とても新
鮮です。普段のお客様との間のコミュニケーションとは
違った発見が多く、得難い経験となっています。
コロナ禍における学びの難しさは、教師初心者にとっ
てはなおさらのことですが、他方で、世界中でオンライン
による授業法の研究と実践が行なわれているようで、そ
ちらも大変興味深いです。
微力ながら学生の皆さんの何がしかのお役に立てたら
嬉しいと思っています。

弁護士
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卓寿

まだまだ大勢での懇親会等は自重されているところで
しょうが、少しずつ、少人数の懇親会を行うようになってき
ました。やっぱり懇親会は楽しいなと思います。低山の散
策も再開しました。人とすれ違う時にはマスクをして、いな
くなるとマスクを外して思い切り山の空気を吸うとこれが
とてもおいしいのです。ラグビーも有観客で行われるよう
になっています。声を出しての応援は自粛で、アルコールも
禁止ですが、リアルな観戦はとても迫力があります。
新型コロナの影響が弱くなり、未だ完全に以前と同様と
いうわけではないものの、少しずつ状況に応じた楽しみ方
ができるようになり、気分的にも前向きになっているなと
感じています。
ということで、前向きな気持ちのまま今年も頑張りたい
と思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

「同姓にしないと結婚できないのですか！」
弁護士

荻野

明一

現在の日本では、結婚に際して、夫又は妻のいずれか
と同じ姓（名字）にしないと結婚できません。夫婦同姓
が強制されているのです。そして多くの場合、妻のほう
が夫の氏に変更しています。この背景には、妻は夫の家
に入るものだという旧来の家思想があります。
しかし、婚姻は両性の合意に基づいてのみ成立すると
する憲法２４条のもとで、このような家思想は否定され
るべきです。また姓を変更することによって被る不利益
は、預金口座や運転免許、旅券などの名義変更の不便
だけでなく、それまで自分が使ってきた名前の半分を失っ
てしまうことになり、アイデンティティの喪失にもなりま
す。そこで、夫婦同姓にしたい人はそうすればいいし、
別姓にしたい人は別姓でも結婚できるという当事者の選
択に任せるべきだという意見が強くなっています。
これに対して自民党や保守的な人々が強く反対してい
ます。夫婦別姓にすると、家庭の平和が乱されるとか、
生まれてくる子どもが不幸になるなどというのです。
しかし、夫婦同姓の家庭が必ずしも平和とは限りませ
んし、成人した子どもが他方の親の姓に変更できる方策
もありえます。夫婦別姓にしても誰にも迷惑をかけるこ
とはありません。
この問題について、２０２１年６月２３日の最高裁大法
廷は、夫婦同姓を強制することは憲法２４条に反しない、
合憲であるという判決を出しました。これには１５名の
最高裁裁判官のうち４名が違憲であるという反対意見を
付しています。そして、昨年の１０月３１日の衆院選とと
もに行われた最高裁裁判官の国民審査において、罷免
された裁判官はいませんが、× を多く付された裁判官は、
夫婦同姓の強制を合憲とした人です。市民の意識が、日
本でも選択的夫婦別姓を認めていいじゃないかという、
より寛容な方向に向かっていることを感じます。
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