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 日弁連による意見・提言・声明・要望・談話等第１節

　日弁連は、法律制度の改善に努力すべき義務（弁護士法第 1条第 2項）を負う弁護士の団体として、ま
た司法の一翼を担う公的団体としての立場から、法律や司法制度等に関する意見を公表するなどして社会
正義の実現に向けて積極的な働きかけを行っている。
　以下に掲げた 2015 年 4 月から 2016 年 3 月における意見・提言・声明（会長声明）・要望・談話等を見
ても、幅広い分野にわたって日弁連の考え方が外部に発信されていることがわかる。
��なお、これらの意見・提言等の全文の入手については、日弁連ホームページ（HOME>日弁連の活動>
会長声明・意見書等）を参照されたい。

資料3-5-1 日弁連による意見・提言・声明・要望・談話等

　■■　人　権　■■　
2015/04/24� 声明� �「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」に対する会長声

明
2015/04/28� 声明� �日米防衛協力のための指針の改定合意に抗議し、その国内法制化立法に反対する会長声明
2015/05/07� 意見� 人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書
2015/05/14� 声明� 安全保障法制改定法案に反対する会長声明
2015/06/17� 声明� ＣＶ－22オスプレイの横田基地配備の中止等を求める会長声明
2015/06/18� 意見� 安全保障法制改定法案に対する意見書
2015/06/25� 声明� �死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、死刑制度の廃止についての全社会的

議論を求める会長声明
2015/07/03� 声明� 最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明
2015/07/16� 決議� �安全保障法制改定法案に反対し、衆議院本会議における採決の強行に抗議する理事会決議
2015/07/16� 意見� 難病者の人権保障の確立を求める意見書
2015/07/16� 意見� 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律のガイドラインについての意見書
2015/07/17� 意見� 精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域間格差の是正に関する意見書
2015/07/23� 意見� 第 5 次出入国管理基本計画（案）に関する意見書
2015/07/24� 声明� 報道の自由を尊重することを求める会長声明
2015/08/07� 意見� �「難病の患者に対する医療等に関する法律第 4条に規定する難病の患者に対する医療等の

総合的な推進を図るための基本的な方針を定める件（案）」に対する意見
₂₀₁₅⊘₀₈⊘₀₇� 談話� 戦後 ₇₀ 年を迎えるにあたっての会長談話
₂₀₁₅⊘₀₈⊘₂₈� 声明� 経済財政運営と改革の基本方針 ₂₀₁₅︵ 社会保障改革部分 ︶の見直しを求める会長声明
2015/09/03� 意見� �「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領（案）」に対

する意見
2015/09/03� 意見� �内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

（案）に対する意見
2015/09/03� 意見� �「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

（案）」に対する意見
2015/09/09� 意見� �「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

（案）」に対する意見
2015/09/09� 意見� 「障害者差別解消法に基づく福祉事業者向けの対応指針�（案）」に対する意見
2015/09/17� 意見� �日本司法支援センター「障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程（案）」に対す

る意見
2015/09/17� 意見� �「中央労働委員会事務局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

案」に対する意見
2015/09/17� 意見� �「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

第
 5 章

日弁連・弁護士会連合会による対外的声明・宣言・決議等
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（案）」に対する意見
2015/09/17� 意見� �「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領（案）」に対する

意見
2015/09/17� 意見� �「検察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領（案）」に対する

意見
₂₀₁₅⊘₀₉⊘₁₉� 声明� 安全保障法制改定法案の採決に抗議する会長声明
2015/09/25� 意見� 「障害者差別解消法に基づく医療事業者向けの対応指針（案）」に対する意見
2015/10/19� 意見� �「総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針案」

に対する意見
2015/10/23� 声明� 東住吉事件再審開始に関する会長声明
2015/11/06� 声明� 名張毒ぶどう酒事件の死後再審請求を支援する会長声明
2015/11/19� 意見� 秘密保護法実施状況報告の改善を求める意見書
2015/12/09� 要請� �死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑

えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書
2015/12/10� 意見� 第 3 次犯罪被害者等基本計画案骨子に対する意見書
2015/12/18� 声明� �死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、死刑制度の廃止についての全社会的

議論を求める会長声明
2015/12/18� 声明� �夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法におけ

る差別的規定の改正を求める会長声明
2016/02/17� 意見� 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見書
2016/02/18� 意見� 情報自由基本法の制定を求める意見書
2016/02/29� 声明� 少年の実名等報道を受けての会長声明
₂₀₁₆⊘₀₃⊘₀₄� 声明� �憲法の趣旨に反する特定秘密の取扱いを速やかに改め､ 会計検査院の検査に秘密保護法

を適用しないことを求める会長声明
2016/03/16� 談話� 女性差別撤廃委員会の総括所見に対する会長談話
2016/03/16� 声明� 「姫路郵便局強盗事件」差戻し決定に関する会長声明
2016/03/25� 声明� �死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、死刑制度の廃止についての全社会的

議論を求める会長声明
₂₀₁₆⊘₀₃⊘₂₉� 声明� 安保法制施行に抗議しその適用 ･運用に反対する会長声明

　■■　刑　事　・　少　年　■■　
2015/04/09� 声明� 「矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案」に関する会長声明
2015/05/22� 意見� �電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案に対する意

見書
2015/05/22� 声明� �取調べの可視化の義務付け等を含む「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」の早期成

立を求める会長声明
2015/07/27� 談話� 面会室内での写真撮影に関する国家賠償請求訴訟の東京高裁判決についての会長談話
2015/08/07� 談話� 「性犯罪の罰則に関する検討会」取りまとめ報告書に関する会長談話
2015/09/10� 声明� 少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明
2015/10/21� 意見� 無罪判決後の勾留に関する意見書
2015/11/05� 意見� �「検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令案」

に関する意見書
2016/01/22� 声明� �犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律への対応に関する会長声明
2016/03/17� 意見� 事実誤認を理由とする検察官控訴の禁止に関する意見書

　■■　消 費 者　・　金　融　■■　
2015/04/10� 要請� �循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業における「WHO世界戦略を踏まえ

たアルコールの有害使用対策に関する総合的研究」研究班でのギャンブル依存症の要因
分析に関する要請書
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2015/04/24� 声明� 電気通信事業法の改正案に対する会長声明
2015/05/07� 意見� 不招請勧誘規制の強化を求める意見書
2015/05/07� 意見� 「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会」報告書に対する意見書
2015/05/08� 意見� 特定商取引に関する法律等の改正を求める意見書
2015/05/08� 意見� 特定商取引に関する法律における連鎖販売取引に関する規制強化を求める意見書
2015/05/09� 意見� 機能性表示食品制度に対する意見書
2015/07/02� 意見� �消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行

に伴う政令（案）、内閣府令（案）、ガイドライン（案）等に対する意見書
2015/07/17� 意見� 特定商取引法に事前拒否者への勧誘禁止制度の導入を求める意見書
2015/07/24� 意見� 「独占禁止法審査手続に関する指針」（案）に対する意見書
2015/09/10� 意見� 内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会「中間取りまとめ」に対する意見書
2015/09/11� 試案� 公益通報者保護法日弁連改正試案
2015/09/25� 意見� �内閣府消費者委員会特定商取引法専門調査会「中間整理」を踏まえた特定商取引法改正

の在り方に関する意見書
2015/11/13� 声明� 建築生産システムの見直しを改めて求める会長声明　
2015/11/20� 意見� 消費者庁・国民生活センターの地方移転に反対する意見書
2015/12/10� 意見� 金融商品取引法改正に伴う政省令等の改正に関する意見書
2016/01/29� 声明� 内閣府消費者委員会の消費者契約法の規律の在り方についての答申に関する会長声明
2016/01/29� 声明� 内閣府消費者委員会の特定商取引法の規律の在り方についての答申に関する会長声明
2016/02/18� 意見� 民法の成年年齢の引下げに関する意見書
2016/02/18� 意見� �不当景品類及び不当表示防止法施行規則（案）及び不当景品類及び不当表示防止法第 8

条（課徴金納付命令の基本的要件）に関する考え方（案）に対する意見書
2016/03/25� 声明� 消費者庁等の地方移転に反対する会長声明

　■■　環　境　・�公　害　■■　
2015/05/15� 意見� �発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価等の項目等を定める省令の一部

を改正する省令案についての意見書
2015/05/15� 声明� 2030 年の電源構成及び温室効果ガス排出削減目標に関する会長声明
2015/06/17� 意見� 小売電気事業の登録の申請等に関する省令案に対する意見書
2015/06/17� 意見� 「長期エネルギー需給見通し（案）」に対する意見書
2015/06/17� 意見� 「日本の約束草案（政府原案）」に対する意見書
2015/07/16� 意見� 放射性物質汚染対処特措法改正に関する意見書
2015/08/21� 意見� 原子力事業に対する経済的優遇措置に関する意見書
2015/10/13� 声明� 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立ての承認の取消しに関する会長声明
2016/02/18� 意見� �電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法改正に関する意見書

　■■　知　財　■■　
2015/05/15� 意見� 「知的財産推進計画 2015」の策定に向けた意見募集に対する意見書
2015/07/31� 意見� 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見書
2015/12/03� 意見� 改正特許法第 35 条第 6項の指針案に対する意見書
2016/01/14� 意見� �経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック～企業価値向上に向けて～（案）」に対する意

見書
2016/01/14� 意見� �産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書「画像デザインの保護の在り方

について」（案）に対する意見書
2016/01/29� 意見� 「知的財産推進計画 2016」の策定に向けた意見募集に対する意見書
2016/02/17� 意見� 「商標審査基準」改訂案に対する意見書
2016/03/10� 意見� 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見書
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　■■　行　政　■■　
2016/01/21� 意見� �地方公共団体の長等の責任追及について、軽過失を免責する方向での住民訴訟制度の見

直しに反対する意見書

　■■　労　働　■■　
2015/04/06� 声明� �労働時間規制を緩和する労働基準法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明
2015/08/07� 声明� �「『日本再興戦略』改訂 2015」における労働規制緩和に反対する会長声明
2015/10/01� 声明� �労働者派遣法の改正に抗議し速やかな見直しを求める会長声明

　■■　災　害　・　原　発　■■　
2015/07/17� 意見� 原子力発電所事故による損害賠償制度の見直しに関する意見書
2015/08/07� 意見� 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針の改定（案）に対する意見書
2015/09/11� 意見� 東日本大震災 5年目を迎え、被災者本位の住まいと暮らしの復興と再生を求める意見書
2015/11/19� 意見� 災害時の二重ローン問題対策（個人向け）の立法化を求める意見書
2016/02/19� 意見� 被災者の生活再建支援制度の抜本的な改善を求める意見書
2016/03/10� 声明� 高浜原発差止仮処分大津地裁決定に対する会長声明
2016/03/11� 声明� 東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故から 5 年を迎えての会長声明

　■■　そ　の　他　■■　
2015/04/03� 声明� 民法の一部を改正する法律案及び同整備法案の今国会での成立を求める会長声明
2015/05/08� 意見� 人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案に対する意見
2015/05/08� 意見� 商法（運送・海商関係）等に関する中間試案に対する意見書
2015/05/21� 声明� �法曹養成制度改革推進室作成の法曹人口の在り方について（検討結果取りまとめ案）に

関する会長声明
2015/06/10� コメント� 大阪弁護士会の弁護士の逮捕に関する日弁連コメント
2015/06/30� 声明� 「法曹養成制度改革の更なる推進について」に関する会長声明
2015/07/03� 声明� �法曹養成制度改革推進会議決定に当たり、司法修習生に対する経済的支援を求める会長声明
2015/07/05� 談話� �隠岐ひまわり基金法律事務所開設に伴う「弁護士ゼロワン地域」の解消に関する会長談話
2015/07/24� 声明� 中国の弁護士の一斉連行を憂慮し、弁護士の職務活動の保障等を求める会長声明
2015/07/31� 声明� 法科大学院全国統一適性試験に関する会長声明
₂₀₁₅⊘₀₈⊘₁₉� 声明� 個人情報保護委員会による行政機関及び独立行政法人等の監督を求める会長声明
₂₀₁₅⊘₀₉⊘₀₈� 談話� 平成 ₂₇ 年司法試験最終合格発表に関する会長談話
₂₀₁₅⊘₀₉⊘₀₉� 声明� マイナンバー法の施行に関する会長声明
₂₀₁₅⊘₀₉⊘₁₀� 意見� 最高裁判所第 ₆回 ｢裁判の迅速化に係る検証に関する報告書｣ に対する意見書
₂₀₁₅⊘₁₀⊘₀₁� 声明� 軽減税率制度において個人番号カードを利用することに反対する会長声明
₂₀₁₅⊘₁₀⊘₁₉� 意見� �行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータの利活用に係る制度改正に関

する意見書
₂₀₁₅⊘₁₁⊘₁₈� 意見� ｢マンション標準管理規約｣ の改正 ︵案 ︶に対する意見
₂₀₁₅⊘₁₁⊘₂₅� 声明� 衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明
₂₀₁₅⊘₁₂⊘₁₈� 意見� 施行後 ₅年を目途とする公文書管理法の見直しに向けた意見書
₂₀₁₆⊘₀₁⊘₁₈� 声明� 地域司法の基盤整備に関する会長声明
₂₀₁₆⊘₀₁⊘₂₀� 声明� 司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
₂₀₁₆⊘₀₂⊘₁₂� 声明� 商法 ︵運送 ･海商関係 ︶等の見直しに関する法制審議会の要綱採択に対する会長声明
₂₀₁₆⊘₀₂⊘₁₉� 提言� 弁護士と依頼者の通信秘密保護制度の確立に関する基本提言
₂₀₁₆⊘₀₂⊘₂₆� 声明� ｢所得連動返還型奨学金制度｣ に対する会長声明
₂₀₁₆⊘₀₃⊘₁₀� 声明� �公文書管理法に基づき政府における意思形成過程等の情報を適切に管理することを求め

る会長声明


