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第35回憲法のつどい 開かれる
弁護士

小寺貴夫

石井一禎弁護士が入所しました。
6月15日、ジャーナリスト金平茂紀さんを迎え、竹の

❶ 自己紹介

北千住法律事務所ニュースの読者の皆様、はじめまして。2016年1月から、北千住法律事
務所で弁護士として働きはじめました、石井一禎（イシイカズヨシ）といいます。

❷ 弁護士の動機

私は、2014年に新司法試験に合格し、1年間の司法修習を経て、弁護士となりました。
司法修習生時代は、民事裁判修習中は、指導担当の裁判官と積極的にいろんな事件について
の研究をしました。裁判官と徹底的に議論し、裁判官の考え方を知ることが、弁護士になった
時に必ず役に立つと思ったからです。
自分は、早稲田大学の社会科学部という学部の卒業で、法学部を出たわけではありません。
大学では、法律以外に行政サービスの問題やヨーロッパの福祉政策、バブル経済崩壊の原因な
ど、福祉や経済のことを勉強していました。
弁護士になりたいと思った動機は、人が日々生活するなかで、生じる不安やリスクを法的知
識を使い、少しでも除去、ないし緩和することができる仕事をしたいと思ったからです。
多くの人が、当たり前の生活ができるように少しでも力になりたいという感じでしょうか。
問題の解決に法的知識は必要です。しかし、事実関係や問題点を十分に把握するためには、
むしろ法律以外の知識が要求されます。
ですので、大学時代に法律以外の知識を学んだことを積極的に活かして、相談者や依頼人の
ニーズに応じた解決をしていきたいと思います。
依頼者、相談者様が、当事務所を利用して、
「北千住法律事務所に来て、日々考えていた不安
から解放されて、安心して生活できるようになった」と思って頂ければ幸いです。

❸ 弁護士になって6カ月

弁護士になって、いろんな分野に関する事件を処理いたしました。
相談者や依頼人の要望に応えるため、自分は知らないからわかりませんというのは、理由に
なりません。むしろ、皆様のニーズに応えるために、あらゆる法律や情報を十分に調べた上で、
お客様が納得のいく解決方法を示して、共に問題を解決していく所存です。
読者の方々、今後ともよろしくお願いします。日々生活する中で何か不安を感じたら、躊躇
せず、気軽に当事務所にご連絡ください。

好きな言葉
ひとりはみんなのために
みんなはひとりのために
尊敬する人
たくさんいすぎて特定できませんが．
．
．
やはりイチロー選手
学生時代やっていたスポーツ
バスケット
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塚地域学習センターで憲法の集いが開かれました。歌は

ゲスト:金平茂紀さん（ジャーナリスト）

シンガーソングライターの橋本のぶよさんです。1982
年から続く35回目です。この日は、舛添都知事が公私混
同を追及されて辞任に追い込まれたばかりでした。
安倍政権のメディア、なかでもテレビへの介入が止ま
りません。自民党は、一昨年暮れの総選挙前にテレビの
キャップを呼びつけて、報道の「公正中立ならびに公正
の確保」を求めました。昨年4月には、テレビ朝日と
NHKの経営幹部を呼びつけて、
「報道ステーション」と
「クローズアップ現代」の「事情聴取」を行うという蛮
行に及びました。今年2月には高市早苗総務大臣が電波
停止に言及しました。かつてなかったことです。
こんな政治の介入に対して、金平さんは、今年2月、
鳥越さんらジャーナリスト6人で、
「私たちは怒っていま
す」と抗議の記者会見を行いました。
今年の憲法の集いには、250名を超える人々が集まり
ました。
講演で、金平さんは、報道の自由は何よりも国民の知
る権利に奉仕するためにあることを強調しました。事実
を正確かつ迅速に伝え、何を報道するかの題材の設定が
重要であるとし、さらに、筑紫哲也さんが最後のNews

プロフィール
金平茂紀さん
（かねひら・しげのり）
ジャーナリスト。
テレビ報道記者、
キャスター。
1953年北海道生
まれ。
東京大学文学部社会学科卒業後、
1977年TBS入社。
以降、
同
社で、
社会部、
『ニュースコープ』
副編集長、
モスクワ支局長、
ワシ
ントン支局長、
『筑紫哲也NEWS23』
編集長、
報道局長、
アメリカ
総局長、
コロンビア大学客員研究員などを歴任。
2010年、
米国よ
り帰国し、
同年10月より日下部正樹と共に
『報道特集』
のメイン
キャスターに着任。
2004年度
「ボーン・上田記念国際記者賞」
を受
賞。
その他番組を通じて、
ギャラクシー賞、
JCJ賞など受賞。
2016
年3月に執行役員退任にともない退社。
2013年より早稲田大学大
学院客員教授。著書:
『沖縄ワジワジー通信』
（七つ森書館）
『
、テレ
ビニュースは終わらない』
（集英社新書）
『
、二十三時的』
（スイッチ
パブリッシング）
『
、ロシアより愛をこめて』
（筑摩書房）
など多数。
共著書:
『テレビはなぜおかしくなったのか』
（高文研）
『
、内心、
「日
本は戦争をしたらいい」
と思っているあなたへ』
（角川書店）
『
、沖
縄密約をあばく』
（日本評論社）
など多数。

23の番組で遺した言葉を紹介してくれました。①報道の
使命は権力の監視にある、②少数派になることを恐れない、③多様な意見を紹介する、という3点
です。
金平さんは、自由にものが言えなくなったときに何が起きるかと問いかけました。戦前は真実が
報道されず、国民に大事な事実が知らされませんでした。そして戦争への道を突き進んでいきまし
た。でも、今、大本営発表と同じような事態が生まれ始めています。
アベノミクスの恩恵があると感じているかとの街頭インタビューに、イエスと答え
た人はほとんどいませんでしたが、イエスの人がいるのに取り上げて
いないと、官邸筋から抗議が届いたとのことでした。
沖縄では、毎年慰霊の日（6月23日）に沖縄全戦没者追悼式が行
われています。昨年、安保法制を強行する安倍首相に対して「帰
れ、帰れ」と激しいヤジが飛びました。金平さんはこの様子
を取材しましたが、報道したのは一部のメディアにとどま
りました。NHKは、ヤジをカットしてしまいました。
金平さんは、報道は視聴者あってのものであると
言います。報道の自由と質を守るためには、視聴
者からの励ましが大事であると語りました。
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社長！
知らないと
やばい！

雇うときの基礎知識セミナー

労働者が来なくなった

＠東京土建足立支部

急に連絡取れなくなって、来なくなっちゃう人も

5月16日（月）
、23日（月）2週連続で、当事務所の岡田友佑弁護士が講師として招かれ、事業

結構いるんだけど、そのままにしといていい？

主向けのセミナーを行いました。

社長D

40名以上の事業主の方々が参加されました。すでに事業主として意識の高い皆さまではあります

もうたぶん来ないのに？

が、なんとなく今のままではまずい気がする、と不安を抱えている方も多いようです。

ほんとうに退職する意思があるのかわからないですし。

それに、こちらの意思を伝えなければ、正式に解雇したことにはなりません。

セミナー終了後も積極的に岡田弁護士のもとへ駆け寄り、質問や名刺交換などなさっていました。
それでは、ここで基本的なことだけでも復習してみましょう。

あとでトラブルにならないためにも、書面で残しておくことが大切です。

岡田友佑弁護士

雇うとき
「明日から来てくれ」

たしかに、小さな事業所だとこのようなところがほとんどの
ようですね。
「雇入通知書」
（労働条件通知書）を作りましょう。賃金や、
労働時間などの条件が書いてあるものです。

じゃダメなの？
どこもそんなもんだと
社長A

思うけど。

えっ、めんどくさい …。

作ってないとどうなる？

ぜんぜん、めんどくさくありませんよ！最低限のものは作りましょう。
書き込み式の「雇入通知書」
（労働条件通知書）がありますので、簡単に完成します。
東京労働局のホームページの法令・様式集のページからすぐに印刷できます。これだ
けのことで、トラブルを未然に防ぐことができますよ。

就業規則
就業規則なんてないけど、
ぜったいに作らないとダ

え～～～。

しかし、10名以下であっても、作ることをおすすめします。

めんどくさくても、作りましょう。トラブルになったときに確実に不利になりますよ。

めんどくさい …。

東京労働局のホームページに見本がでています。
わからなければ、お電話ください。

その他：外国人を雇う場合
外国人を雇うときに、いち
ばん気を付けることは？

解雇したいと思ったら
はダメなの？

解雇権の乱用になっていませんか？
こういうことをしたら解雇する、などと、書面で、あらか
じめ明確にしておくことが大切です。

社長B

段階って？

解雇はいつ本人に
言えばいいの？

30日前に予告しなければなりません。あるいは、30日分の賃金
を支払い、即時解雇という方法もありますが。

社長C

15日前に解雇を予告する場合は？

その場合は、のこり15日分の賃金を支払う必要があります。

いずれにしても、労働者の生活を考えて、30日分の賃金は必ず本人に支払
わなければなりません。

の罰金となります！（ハローワーク経由が安全です。
）

ハローワークに、外国人雇入状況届出書を出しましょう。

あと、さっきの雇入通知書（労働条件通
知書）とか、外国人用につくらなきゃい

東京労働局のホームページの「外国人労働者向けモデル労働条件通知

書」は、8か国語に対応しています（英語・中国語・韓国語・ポルト
ガル語・スペイン語・タガログ語・インドネシア語・ベトナム語）
。
これを印刷して使いましょう。

ブラック企業なんて言われていませんか？！

労基法をきちんと守ってトラブルを未然に防止することが、結果的には会社を守ることにつながります。
事業主も労働者も安心して働ける、そんな会社づくりのお手伝いをいたします。

参加者の声

どうしても解雇することになったとき
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なんか届出とかいるの？

それから、いきなりはだめですよ。ほんとうに解雇するような段階に来ていますか？

日頃から、メモでもいいので残しておきましょう。例えば、遅刻がもう●●回も続いている→何度
注意しても直らない→まったく改善しないので解雇する、など。

不法就労をさせると、3年以下の懲役または300万円以下

社長F

けないんだよね？

書面で？ 決めてない…。

法律上は、パート・アルバイトも含め、10名以上の労働者
がいる場合は作成が義務づけられています。

メ？ ぜったいに？

社長E

労働条件について後で労働者とトラブルになると、小さな会社の場合は、解決にお金
と時間を取られ、本業どころではなくなり、存続にもかかわります。

「明日から来ないでくれ」

本人にちゃんと手紙を送りましょう。

● 事業主としての責任の重さを感じました。
● 例をたくさん交えての話でわかりやすかったです。
● 残業代の計算についても教えていただき勉強になりました。
● 労働時間について、あいまいにしてきたので、このままでいいのか不安になった。
● 残業代とか、有休とか、正直、町場の事業所ではなかなか厳しいな…。
● 時間が足りなかったのでもっと詳しく知りたい！

休憩、きちんととれていますか？
6時間を超えて働く場合は、休憩時間は45分
8時間を超えて働く場合は、休憩時間は1時間です。
休憩中は、仕事をさせてはいけません！
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離婚のお話

財産分与ってなあに？
金湖恒一郎
Ｋｏｉｃｈｉｒｏ Kａｎｅｋｏ
弁護士

財産
財産分与の対象となるのは、
「財産」です。
「財産」というと、普通、プラスの財産を考えま
すよね。では「マイナスの財産」
＝借金はどうするのでしょう？
借金の代表選手といえば住宅ローンですが、たとえば、時価3,000万円のマンションで、
住宅ローンが2,000万残っている、という場合、このマンションは、

3,000万－2,000万＝1,000万

財産分与とは？
いざ離婚！となると、あれこれ決めなくてはなりません。親権、慰謝料、養育費、面会交
流、年金分割…とてんこ盛りですが、今回は、財産分与についてお話しいたします。
「財産分与」とは何でしょう？裁判所のホームページを見ると、
「夫婦が婚姻中に協力して

つまり、1,000万円の価値があるものとして、財産分与の対象となります。
それでは、マンションの価格が購入時よりだいぶ値下がりしてしまい、時価が1,000万円
になっていたとしたらどうでしょう？この場合、

取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けること」と書いてあります。

1,000万－2,000万＝△1,000万

こうしてみると簡単そうですが、
「婚姻中に」
「協力して取得」
「財産」
「離婚する際又は離婚
後」といった言葉に、それぞれ注意すべきポイントが隠されています（こんな短い文だとい
うのに、ポイントだらけですね。法律や裁判所のいうことは、得てしてこんな感じなので油
断できません）
。

となり、マンションの価値はマイナスとなってしまいました（これを「オーバーローン」
といいます）
。
オーバーローンのマンションは、
「マイナスの財産」といえますが、財産分与はあくまでプ
ラスの財産を分けるものなので、このマンションは財産分与の対象から外れます。

婚姻中に
財産分与の対象となるのは、
「婚姻中に」取得した財産ですから、婚姻前に取得した財産は
対象となりません。
たとえば、結婚する前に、公費ではなく（※）
、せっせと貯めた自分のへそくりで買った
美術品は、財産分与の対象になりません。
※この事務所ニュースが皆さんのお手元に届く頃
には、もう旬の話題ではなくなってますよね（笑）
。

離婚する際又は離婚後
財産分与は、離婚の際に行われることが多いですが、
「しまった！あまりにも腹が立ったも
んだから、財産分与とか決める前に、離婚届に署名して相手に叩きつけちゃったよ！」とい
うせっかちな方もいらっしゃるかもしれません。
そんな皆さんもご安心を。民法768条2項は、
「離婚の時から二年を経過したとき」は、財
産分与の請求ができない、と規定していますので、逆に言えば、離婚から二年経過していな

協力して取得

ければ（離婚後二年以内であれば）
、財産分与を請求することができます。

「協力して」といっても、実際に夫婦で何か作業を協同しなければならないわけではあり
ません。共働きであれ、夫や妻のどちらか一方が働いているのであれ、夫婦は協力して生活
を送っていますから、婚姻中に獲得した財産というのは、基本的に「夫婦が協力して取得し
た財産」ということになります（いわゆる「内助の功」というやつですね。もちろん、女性
が外に出て働いて、男性が家庭を守るというパターンもあります）
。
私はよく、法律相談にいらした方に、
「夫婦が二人三脚で獲得した財産は、財産分与の対
象になるんですよ」とご説明していますが、わかりやすいと好評です（たぶん）
。
「基本的に」と書いたのは、例外があるからですね。たとえば、夫または妻が相続により
取得した財産や、贈与された財産は、
「二人三脚」で取得したとはいえませんので、財産分
与の対象となりません。
また、離婚する前に、夫婦の一方が家を出て別居しているケースが多いですが、別居後に

このほかにも、財産分与には、
注意しておきたいポイントが
たくさんあります。
続きを知りたいな！
と思った方は、
お気軽にご連絡ください。

夫婦のいずれかが取得した財産も、
「二人三脚」とはいえませんので、基本的に対象から外
6

れます。
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安保法制違憲訴訟を各地で続々と提訴
弁護士

黒岩哲彦（安保法制違憲訴訟の会共同代表）

憲法9条と立憲主義を壊す安保法制（戦争法）に対して、安保法制違憲訴訟が4月26日の東京地方

遺言を
！
う
よ
み
て
い
書
弁護士

裁判所第1次提訴を皮切りに、4月26日・福島地裁いわき支部、5月6日・高知地裁、6月8日・大阪地

近ごろ、
「エンディング･ノート」を書くのが流行って
いますね。自分の気持ちを残された人々に伝えるのは、
大切なことですよね。
ただし、
「財産をどうするか」という点については、遺
言を作成する必要があります。そして、法律の定める要
件を満たしていないと、せっかく遺言を作っても無効と
なりかねないので、注意が必要です。
「習うより慣れろ」ということで、早速、自筆証書遺言
を書いてみましょう。
「自筆証書遺言」とは、平たくいえば、
「自筆で書く遺
言」です。
紙と筆記具があればすぐに作れるので、お金もかから
ず手軽ですが、以下のルールを守らないと無効となって
しまいますので、気をつけましょう。

金湖恒一郎

裁、6月8日・長崎地裁、6月17日・岡山地裁、6月20日・さいたま地裁と各地で続々と提訴がされて
います。今後も東京2次、長野、神奈川、札幌、仙台、京都、名古屋、広島、愛媛、福岡、鹿児島
などの地域で提訴が予定されています。

全文自分で手書きする

東京第1次の差止訴訟は、内閣総理大臣の自衛隊の出動などの差し止めを求めるもので、原告は
52人です。東京第1次の国家賠償請求訴訟は安保法制の閣議決定、国会提出と国会による決議に
よって、市民の平和的生存権を侵害され、憲法改正手続きに関与する地位を侵害され、心に深い傷
を負わされ、精神的苦痛を受けるなど人格権を侵害されていることに対して慰謝料を求めるもので
原告は470人です。第1回口頭弁論期日は9月29日14時、103号法廷です。

「私は字が上手じゃないから」といっ
て、Wordで作成してプリントアウトし
たらダメですよ！あくまで自筆で、手書
きで作成しないといけません。また、ビ
デオレターも素敵ですが、遺言としては
アウトです！

ルール
その
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第2次提訴への原告を募集しています。詳しくは、安保法制違憲訴訟の会のホームページをご覧

署名･押印も忘れずに
ルール
その

2

ください。http://anpoiken.jp/about/

うっかり「署名と押印を忘れた！」
なんてことのないようにしましょう。
また、あとで相続人から、
「これは誰
かが偽造したものだ！」と疑惑を持た
れないよう、急に達筆で署名するのも
やめましょう（笑）

遺言書
遺言者は、
相続開始時に遺言者の有する一切の財産を、

足立区の国保外部委託について
区監査委員に住民監査請求

相続させる。
平成２８年８月３１日
東京都〇〇区〇〇町１－２－３
山田 太郎 印

山田

弁護士

遺言者の妻である山田花子
（昭和〇〇年〇月〇日生）
に

黒岩哲彦、弁護士 石井一禎

足立区の住民5人が6月8日に、国民健康保険（国保）業務の外部委託契約をめぐる公金支出の返

日付を忘れずに

還を求めて、監査委員に住民監査を請求しました。住民の代理人は黒岩弁護士と石井弁護士です。
足立区は、地方自治体の中核的な業務である戸籍、国保、介護保険、課税などの事務の包括的外
部委託を進めています。足立区は、先行する戸籍の外部委託は、戸籍法と労働者派遣法違反が指摘
され区職員の配置をしなおす措置をとらざるをえなくなっています。戸籍の外部委託については、
東京地方裁判所で住民訴訟が係属中です。

ルール
その
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遺言には、忘れずに日付を書くようにしましょう。もし遺言が複数見つかって、内容が一
致しない場合、後に作られた遺言が優先されます。ですから、遺言がいつ作成されたかはと
ても大事であり、民法においても、日付を自署することとされています（民法968条）
。
また、日付を書く際、ちょっと格好をつけて、
「6月吉日」なんて書いたらダメですよ！
「吉日」では日にちが特定できないとして、無効とされてしまいます。

国保業務は、国民健康保険情報、住記情報、生保情報、課税情報、介護情報、後期高齢医療情報、
年金情報、障がい福祉情報、保健衛生情報、戸籍情報、財産情報、滞納情報などきわめて繊細な情
報が含まれています。こうした個人情報の保護の必要性は法令や判例で確立しており、民間企業で
職員が扱うこと自体が大問題です。
7月4日には、足立区役所で口頭意見陳述をしました。
8

以上が「自筆証書遺言」の書き方ですが、遺言には、
ほかにも、
「公正証書遺言」というのもあり、自筆証書遺言にはないメリットがあります。
そのお話は、次回の事務所ニュースで！
9

「不思議なクニ日本」
の未来
弁護士

映像の世紀を見る
弁護士

鎌田正紹

小寺貴夫 Takao Kodera

録画したNHKの番組「映像の世紀」
、
「新映像の世紀」を見ています。外付けHDで、撮り溜め

5月から「不思議なクニの憲法」
（松井久子監督）が上映されている。
考えてみれば、日本は不思議なことだらけのクニである。
いま世界的にも縄文文化が高く評価されているが、日本では縄文・弥生時代を通じて
文字を創生できず、朝鮮半島を通じて大陸（中国）から漢字が伝わると、それを基にひ
らがなとカタカナを発明した。
その後も、文化・知識・技術・農業など大切なことはことごとく中国と朝鮮半島から
伝わってきて、日本は大きな恩恵を受けてきた。
ところが、明治以降、急速に国力を増大した日本は、中国と朝鮮を見下し、朝鮮を植
民地化し、中国には侵略し、それぞれ甚大な被害を与えた。
無謀な戦争に敗北後、戦争放棄・戦力不保持を謳った平和憲法を持ったが、他方、自
衛隊を創設・増強し、日米安保条約を結び、アメリカに基地を提供し、アメリカの戦
争・軍事行動を支えてきた。
広島・長崎の悲惨な原爆被害を受けながら、原子力の平和利用と言って、数多くの原
発を作り、福島第一の大惨事のあとも、原発再稼働にひたすら走っている。
そして、核廃絶を求めると言いながら、
「核の抑止力」が必要と言ってアメリカの核
の傘に入り、核兵器の存続を正面から認めている。
自衛隊は軍隊と評価されても、専守防衛に徹し、海外で軍事行動をしないことで、最
後の一線を守ってきたが、昨年7月の戦争法制定により、いつでも海外の戦争・軍事行

たドキュメンタリー番組を見直すことができるようになりました。本で読んだことも人から聞
いたことも記憶に長く残ることは滅多にありませんが、自分自身の経験や体験なら、何かの
きっかけがあれば思い出すことができます。そして経験していなくても、映像で繰り返し見た
ものは、自分の体験に近い記憶を残してくれます。
第2次世界大戦は6,000万人以上の膨大な死者を出しました。日本人だけでも310万人と言わ
れます。最近、その経過を、よく理解して自分の記憶にしたいと思うようになりました。終戦
時、大陸やアジア諸国に居住していた日本人は600万人でした。こんなに大勢の人が植民地に
出ていて、敗戦後、引き揚げてきたのです。日本国憲法は、こうした歴史の結果でした。
加藤周一氏は、講演録で、真珠湾攻撃の報を聞いて、これでお終いだ、大学も、周囲も、自
分自身の命もお終いだと感じたと語っています。しかし、圧倒的に多くの日本人は、世界の情
勢を知らず、万歳と叫んでいました。真珠湾攻撃を一番喜んだのはチャーチルでした。これで
アメリカが参戦することになり、戦争に勝ったと判断したのです。
映像で、大都市が無残に破壊され廃墟となっていくさまや、両軍で200万人もの死者を出し
たスターリングラードの攻防戦（1942～43年）などを見ていると、現在も同様のことがシリア
で起こっていることが不思議ではなくなります。そして、日本が昔のような戦争に進んで行く
はずなどないとも思えなくなってきます。映像で人間の歴史を振り返ると、心配し過ぎではな
く、これからも同じようなことが起こる可能性があると感じます。だから、かつての戦争を思
い起こすことが大事だと思うのです。
戦後の世界各地の体制を決めたのはヤルタ会談（1945年2月）でした。ルーズベルト、

動に参加・遂行できるようになった。アメリカと同視されるため、テロの対象となる危

チャーチル、スターリンの3人で世界を分割し、各地の運命を決めました。日本に対しては、日

険はいっそう増大した。7月のバングラデシュのテロでは、7人の日本人が犠牲となった。

本が玉砕で抵抗するためルーズベルトはソ連に対日参戦を求め、スターリンはその足元を見て

そして、近隣の中国・北朝鮮に対しても、外交力による平和的な解決の志向ではなく、
軍事力の増強で対峙しようとしている。
2年前の衆院選で、自民党は比例代表の絶対得票率17％しかないのに、選挙制度の歪
みのため、議席数では、小選挙区で75％・全体で61％も取ってしまった。そして、この
選挙には、半数近くの人が選挙に行っていない。
7月10日の参院選も、半数近くの人が選挙に行かないなか、自公が大きく議席を伸ば
し、初めて改憲勢力が3分の2を超える事態となってしまった。
不思議なクニの未来がかかったはずの選挙だったのに、とんでもない結果となった。
このままでは、一気に土俵の際まで押し寄られた感じがするが、何が何でも押し戻し、

千島列島などの領土を要求しました。会談の半分以上の時間を費やしたポーランドの問題もよ
く分かりました。スターリンは、戦後のポーランドを支配するために、ワルシャワの国民軍に
蜂起を呼びかけながら進撃を停止し、2カ月後、ヒトラーによる反撃で国民軍が敗北するのを
待って進撃を再開しました。イギリスの亡命政権の勢力を一掃するために15万人ものワルシャ
ワ市民を犠牲にしたのです。
ポツダム会談（1945年7月）では、原爆を落とす布石がなされました。会談でのトルーマン
と、チャーチル、スターリンの姿も、忘れ難いものです。
70年以上、日本が戦争に参加しなかったことは本当に貴重です。これからも軍事力によらな
い平和を作ることに日本の進む道があると信じます。

日本が危険な道へ進むことを阻止しなくてはならないと思う。
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憲法カフェ

弁護士

健康大好き！

柿沼真利

弁護士

金湖恒一郎の

糖質制限生活

KENPO CAFE

突然ですが皆さん、太る原因って、カロリーの取り過ぎだと思っていませんか？また、ダイ
エットには脂肪が大敵だと思っていませんか？

Masatoshi Kakinuma

私もつい最近までそう思っていたのですが、それがどうも違うらしいのです。人が太るのは、
カロリーや脂肪の取り過ぎというより、糖質を摂取することで血糖値が上がるのが原因らしい
です。

皆さん、
「明日の自由を守る若手弁護士の会」
（略称「あすわ

近ごろ「低GI」を謳う食品が増えてきましたが、この「GI」というのは、食後に血糖値が上

か」
）って、知ってますか?

がるスピードを表しています。なので、この「GI」が低い方が、食後に血糖値が上がりにくい=

まず、
「あすわか」とは、自民党が2012年4月に発表した改憲草

太りにくい、ということになります。そして、残念なことに、ご飯やパスタなどの炭水化物は、

案に反対するという1点で集まった若手弁護士により、2013年1月26日に

「GI」が高いそうです…嗚呼。

立ち上げられた団体です。
昨年、その違憲性が強く疑われる、いわゆる「安保法制」が国会で強行的に成立させられ、現安倍

というわけで、もう半年くらい前から、糖質制限生活を始めています。といっても、ご飯は

内閣による「憲法軽視」の国政運営が問題視され、さらには、現安倍内閣による憲法改「正」も取り

大好きですし（特に「卵かけご飯」は最高！）
、糖質（炭水化物）をまったく摂らないのも体に

沙汰されていますが、そんな中、
「あすわか」は、現在、
「少人数でも大人数でも、レストラン、カ
フェ、公民館のお座敷、お寺、病院…どこでも駆けつけて、憲法のイロハや民主主義・平和を学び合
う、そんな敷居の低いライトなスタイル」の気軽な憲法学習会、その名も「憲法カフェ」の開催など
の活動をしています（詳しくは、
「あすわか」のHPをご覧ください。http://www.asuno-jiyuu.com/
p/blog-page_15.html）
。

悪そうですから、無理のない範囲で、以下の点に気をつけています。

①ご飯は半分!
行きつけの定食屋さんで、いつも「ご飯は

②食べる順番が大事!
先にご飯などの炭

少なめで」とお願いしています。最近は、何

水化物を食べると、

も言わなくてもご飯半分

血糖値が上がってし

すわか」の活動にも参加し（微力ながらも…、あっ、あと「若手?」という「つっこみ」は、なしの

で出てきます。少ない分、

まうそうです。そこ

方向で…）
、この 「憲法カフェ」の講師も数回行っています。

よ～く噛んで、味わって

で、
「ベジタブル･ファースト」つまり、野菜

いただいています。

から先に食べるよう、心がけています。

私は、そもそも高校時代、学校教育の現場における国旗「日の丸」、国歌「君が代」の扱いに関す
る問題を通じ、社会問題や政治に興味・関心を持ったということもあり、憲法問題を扱う、この「あ

この「憲法カフェ」では、現行の日本国憲法の基本的な理念である、
「立憲主義」、
「個人の尊重」、
「基本的人権の保障」、
「国民主権」、
「平和主義」をできる限り、分かりやすく説明させていただいて
います。また、現在自民党が公表している、同党の改憲草案の内容・問題点なども説明させていただ
いています。

③筋トレ&タンパク質!

④ビールよりもハイボール!

食事に気をつけるだ

お酒には、ビールや日本酒などの醸造酒と、

日本国憲法13条には、
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する

けではなく、筋トレを

ウイスキーや焼酎などの蒸留酒がありますが、

国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要と

して基礎代謝の高いカ

する。
」と規定されています。

蒸留酒はなんと糖質ゼロ！昔は飲み会でビー

ラダを目指しています。

ルばかり飲んでいましたが、今はハイボール

ジムのマシンでまんべ

か焼酎の水割りを楽しんでいます。

ちなみに、日本国憲法13条の「個人の尊重」の重要性って、ご存じですか?

私は、大学生時代、憲法の授業で、この13条こそが日本国憲法の
「肝」であると教わりました。それは、この国で生きる人々一人一人が、

んなく体を鍛えたあと、

「尊重されるべき個人」として、より良く生きることができる社会を作っ

なお、ワインは醸造酒です

速攻でプロテイン･ド

が、辛口のワインはそれほど

リンクを飲むのがポイント。筋トレ直後は成

糖質が高くないそうです。ワ

重」
、
「国民主権」
、
「平和主義」であるということでした。弁護士になろう

長ホルモンが多く出ているので、このタイミ

イン党の皆さん、よかったで

と思ったのもこのような話を聞いて感銘を受けたからでもありました。

ングでタンパク質を摂ると、筋肉の再生に使

すね！私も辛口の白ワインを

われやすいそうです。

よくいただいています。

ていくことこそが、この国の目的であり、国家権力の存在意義である、と
いうことでした。そして、そのための「憲法」であり、
「基本的人権の尊

そんなわけで、これからも「憲法カフェ」の講師を通じて、多くの方々
に、この日本国憲法の理念についてお話ししていこうと思います。皆さん
も、
「憲法カフェ」を開催してみませんか?

憲法カフェへようこそ

かもがわ出版
定価（本体価格1,200円＋税）

おかげさまで、糖質制限生活を始めてから体も軽くて体調もバッチリです。仕事の能率も、
おそらく20%くらいアップしてるはずです(笑)

12

13

一部執行猶予制度がスタートしました
弁護士

岡田友佑

2年前我が家に超臆病な
1歳のワンちゃんがやって

PARALEGAL

きた。名前はキャンディ。

事務局より

心いっぱいの表情、何にも

2016年6月1日、刑法等の一部を改正する法律等が施行され、一部執行猶予制度がスタートし
ました。

負ったワンちゃんだ。殺処分される寸前にボラン

所に入所し、その後釈放されて、何事もなく（執行猶予が取り消されることなく）2年間の猶予

ティアに救われ、我が家にやってきた。

期間が経過すれば、その後に刑務所に1年入所する必要がなくなる（結果的に2年間だけ刑務所

今では娘と私には甘えるようになって、食べ物も

に入所すれば良いことになる）ということになります。

おねだりするようになった。でも癒えるにはまだま

この制度は、
⑴一般の刑法犯と⑵薬物事犯の場合があり、以下の表のようになります。

犯罪

限定なし

薬物使用等

前科要件

・前に禁固以上の刑に処せられたことがな
い
・禁固以上の刑に処せられたことがあって
もその刑の全部の執行を猶予された
・前に禁固以上の刑に処せられたがその執
行が終わった日等から5年以上経過して
いる

再犯防止のための
必要性・相当性

犯罪の軽重及び犯人の境遇等を考慮して再
犯防止のために必要かつ相当といえるとき

いませんか？栄養と水分補
給を十分に心がけたいで
広告が好きです。見るのも、作るのも好きです。

も大事！私の補給方法は

今は、広告もヴィジュアル全盛の様ですが、私

友人たちとの水泳練習や

は、“コピーライティング” のほうに関心があるの
で、コピーがひらめいた時は、レシートの裏にメ

は浅草散策をしてきま
犯罪の軽重及び犯人の境遇等を考慮して、
刑事施設における処遇に引き続き、社会内
において規制薬物に対する依存の改善に資
する処遇を実施することが再犯防止のため
に必要かつ相当といえるとき

3年以下の懲役または禁錮

猶予期間

1年以上5年以下
裁量的

（事務局長 坂崎恵美子）

皆さま、夏の疲れは出て

ハイキング等々。先日

宣告刑

保護観察

だ長い道のりになりそう。心の変化が楽しみだ。

すね。そして、心の栄養
なし

モをしたり、使う予定はありませんがチラシの下

した。心もお腹も満タ

書きを作成して楽しんでいます。

ンです！

ごくまれにコピー
（事務局 持田理恵）

がじんわり広まるこ
とがあって、その時
は言葉がもつ力を思
いうれしいです。

必要的

まだ施行されて間がないこともあり、基本的には社会内処遇プログラムが充実している薬物事
犯を中心に適用されているようです。それ以外の刑法犯（窃盗犯など）については、今後の事例
の集積が待たれるところです。

私は動物の中で猫が大好きです。猫
んドラえもんも大好き。猫雑貨も好き
なので、少しづつ集めています。そし
て只今５匹の猫と暮ら

こどものころから気づけば25年以上引き続
けているエレクトーン！

しています。毎日ドタ
楽しいです。

当事務所では刑事弁護も取り扱っております。
万が一、刑事事件に巻き込まれた際は、
お早めにご相談ください。

（事務局 蔵明子）

に見えるものなら何でもOK。もちろ

バタにぎやかですが、
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ディ

興味を示さない。ケージか

ンチを漏らす。ビクビク怯えっぱなし。心の傷を

行を2年間猶予する」として、宣告刑の一部を猶予するものです。この例では、まず2年間刑務

⑵ 薬物事犯に対する一部執行猶予

坂崎キャン

ら出ようとせずじっとしてる。怖いと思った途端ウ

一部執行猶予制度は、例えば、
「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役1年の執

⑴ 刑法上の一部執行猶予

全く人になつかず、警戒

夏はぜったいにボサノバと決め
ています。
どんな曲でもボサノバ風にア

（秦野信代）

秦野マル

レンジすればいい感じ♪
家の中にいても夏の気分です。
（事務局 景山紫穂）
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INFORMATION

出張セミナーいたします
ご希望のテーマに沿って弁護士がわかりやすく解説いたします。
先日は岡田友佑弁護士が足立土建にて事業者向けセミナーを開催いたしましたが、これまでにも
当事務所では遺産分割や遺言の書き方、成年後見制度のセミナーを開催してきました。
寸劇などを取り入れた楽しい企画もあり、いずれもたいへんご好評をいただいてお
ります。

セミナー申し込みは

03-3870-0171

新テー
マも
募集中！

岡崎仁美弁護士 移籍のおしらせ

労働判例の5/15号に、柿沼・金湖・黒岩

平成28年3月31日をもちまして、
岡崎仁美弁護士が下記事務所へ移籍いたしました。

に雇止めされた「竹の塚図書館雇止め事

弁護士が担当した、図書館の職員が不当

新事務所

件」
の勝訴判決が全文掲載されています！

〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目20番3号 虎ノ門法曹ビル201

あすなろ法律事務所
TEL.03-5251-0003

有期の労働契約の期間満了による雇止め
について、過去の更新回数が少なく
（本件
では１回のみ）、反復更新されていない場合でも、労働者
の更新に対する期待権を認め、雇止めを違法としました。

ビル倒壊事故のご報告
4月17日（日）午後、強風による近隣の建設中ビル
の足場崩落事故により、北千住法律事務所は4月18
日
（月）
休業とさせていただいておりました。
停電のため電話も不通となり、皆さまには多大な
ご不便・ご迷惑をおかけ致しましたが、復旧致しま
したのでお知らせいたします。
お気遣いいただきました皆さま、ありがとうござ
いました。
今後とも当事務所をご利用くださいますよう宜し
くお願い申し上げます。

事故直後のようす

熊本県で発生した地震の被害により亡くなられた方に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、
被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復興をお祈りいたします。

編集後記

涼しげな表紙の写真は、ゴマフアザラシの「いちばん可愛い時期」の写真です。
（事務局 景山）

