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日弁連・弁護士会連合会による対外的声明・宣言・決議等

第6 章

第１節   日弁連による意見・提言・声明・要望・談話等

　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2017年４月から2018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。

■■　人　権　■■

2017/04/12	 声明	 東日本入国管理センターにおける被収容者の死亡事件に関する会長声明
2017/05/03	 談話	 憲法記念日を迎えるに当たっての会長談話
2017/06/02	 声明	 最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明
2017/06/06	 声明	 ｢核兵器禁止条約」の早期実現を求める会長声明
2017/06/15	 意見	 国籍留保・喪失制度に関する意見書
2017/06/28	 声明	 ｢大崎事件」再審開始決定に関する会長声明
2017/07/04	 声明	 ｢大崎事件」再審開始決定に対する即時抗告についての会長声明
2017/07/10	 声明	 ｢核兵器禁止条約」の採択に関する会長声明
2017/07/13	 声明	 	死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止

を目指すべきであることを求める会長声明
2017/07/20	 意見	 ビジネスと人権に関する国別行動計画に含めるべき優先事項に関する意見書
2017/09/28	 声明	 参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
2017/10/18	 意見	 	生活保護世帯の子どもの大学等進学を認めるとともに、子どものいる世帯の生活

保護基準を引き下げないよう求める意見書
2017/11/01	 報告	 	子どもの権利条約に基づく第４回・第５回日本政府報告に関する日本弁護士連合

会の報告書
2017/11/15	 声明	 国連人権理事会における日本の第３回普遍的定期的審査に関する会長声明
2017/11/29	 声明	 ｢松橋事件」即時抗告審決定に関する会長声明
2017/12/01	 談話	 世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数に対する会長談話
2017/12/07	 談話	 報道機関に対し犯罪被害者のプライバシー尊重を求める会長談話
2017/12/08	 声明	 名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求棄却決定に対する会長声明
2017/12/08	 コメント	 	日弁連における男女共同参画推進特別措置（女性副会長クオータ制）の導入に当

たっての日弁連コメント
2017/12/14	 声明	 ｢松橋事件」検察官の特別抗告に対する会長声明
2017/12/19	 声明	 	死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止

を目指すべきであることを求める会長声明
2017/12/20	 声明	 生活保護基準について一切の引下げを行わないよう求める会長声明
2017/12/20	 声明	 少年の実名・顔写真報道を受けての会長声明
2017/12/21	 談話	 ｢湖東事件」第２次再審請求即時抗告審決定に関する会長談話
2017/12/21	 意見	 	生活保護利用者に対し一律に12箇月に１回資産申告書の提出を求めることとした

保護の実施要領改正の撤回を求める意見書

資料 3-6-1 日弁連による意見・提言・声明・要望・談話等
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2017/12/27	 談話	 新潟水俣病認定義務付け訴訟東京高裁判決に関する会長談話
2018/01/18	 意見	 ｢スクールロイヤー」の整備を求める意見書
2018/01/18	 意見	 いじめ防止対策推進法「３年後見直し」に関する意見書
2018/01/18	 意見	 生活困窮者自立支援法の見直しに向けた意見書
2018/01/19	 基本計画	第三次日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画
2018/01/22	 談話	 	空襲等民間戦災障害者に対する特別給付金の支給等に関する法律の早期制定を求

める会長談話
2018/02/14	 意見	 	自由権規約第６条についての一般的意見No.36草案に対する日本政府コメントに

ついての意見書
2018/02/14	 意見	 	｢出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五

の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件（案）」等に対する意見
2018/02/16	 意見	 	全面的国選付添人制度の早急な実現を求める意見書
2018/03/12	 声明	 ｢大崎事件」第３次再審請求即時抗告棄却決定に対する会長声明
2018/03/20	 声明	 ｢大崎事件」検察官の特別抗告に対する会長声明
2018/03/20	 声明	 ｢恵庭殺人事件」第２次再審請求棄却決定に関する会長声明

■■　刑　事　・　少　年　■■

2017/04/12	 声明	 精神保健福祉法改正に関する会長声明
2017/05/23	 声明	 	いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案の衆議院での採決に対する

会長声明
2017/06/15	 声明	 いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法の成立に関する会長声明
2017/07/20	 談話	 	面会室内での写真撮影等に関する国家賠償請求訴訟の福岡高裁判決についての会

長談話
2017/08/25	 意見	 罪に問われた障がい者等に対する司法と福祉の連携費用に関する意見書
2017/10/13	 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福岡高裁判決についての会長

談話
2017/11/02	 談話	 秋田での弁護士刺殺事件に関する秋田地方裁判所判決を受けての会長談話
2017/11/15	 意見	 精神保健福祉法改正案に対する意見書
2017/11/29	 要請	 	日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃

止を求める要請書
2018/03/15	 声明	 民法の成年年齢引下げ法案の国会上程に対する会長声明
2018/03/15	 意見	 検察官による「起訴猶予に伴う再犯防止措置」の法制化に反対する意見書
2018/03/27	 要望	 取調べの録画の際の撮影方向を改めるよう求める要望書
2018/03/29	 要請	 死刑執行停止を求める要請書

■■　消 費 者　・ 金　融　■■

2017/04/21	 声明	 	全国銀行協会の「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」を踏まえての
会長声明

2017/04/21	 意見	 	｢食品表示基準の一部を改正する内閣府令（案）」に関する意見募集に対する意
見書

2017/04/25	 声明	 平成29年４月付け「独占禁止法研究会報告書」に対する会長声明
2017/04/28	 意見	 ｢消費者基本計画工程表」改定素案についての意見書
2017/05/01	 意見	 ｢流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の改正（案）に対する意見書
2017/05/01	 意見	 地方消費者行政の一層の強化を求める意見書
2017/05/26	 声明	 	｢独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律」の成立に関する会

長声明
2017/06/15	 意見	 探偵業の業務の適正化に関する法律等の改正を求める意見書
2017/06/15	 意見	 	公正取引委員会「独占禁止法研究会報告書」のうち、「第３-14（新制度の下での
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手続保障）」に対する意見書
2017/07/19	 意見	 ｢家賃債務保証業者登録規程案」に関する意見の募集に対する意見書
2017/08/23	 意見	 	｢特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ～「観光先進国」の実現に向け

て～」に対する意見書
2017/08/24	 意見	 内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会「報告書」に対する意見書について
2017/09/07	 意見	 	｢消費者契約法施行規則及び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施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」等に関
する意見の募集に対する意見書について

2017/09/14	 意見	 入札制度の更なる改革を求める意見書
2017/10/26	 意見	 	不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令案及び「不動産特定共同事

業の監督に当たっての留意事項について」の一部改正案に対する意見書
2018/01/26	 意見	 ｢消費者教育の推進に関する基本的な方針」の変更案に対する意見書
2018/02/15	 意見	 サブリースを前提とするアパート等の建設勧誘の際の規制強化を求める意見書
2018/02/22	 声明	 ｢消費者契約法の一部を改正する法律案の骨子」についての会長声明
2018/03/14	 意見	 ｢消費者基本計画工程表」改定素案についての意見書
2018/03/15	 意見	 遺伝子組換え食品の適正な表示を求める意見書
2018/03/15	 意見	 	いわゆる「ファクタリング」方式を利用した個別信用購入あっせんの適正な規制

を求める意見書
2018/03/15	 意見	 ４号建築物に対する法規制の是正を求める意見書

■■　環　境　・　公　害　■■

2017/05/25	 意見	 ｢原子力利用に関する基本的考え方（案）」に対する意見書
2017/12/21	 意見	 ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書

■■　知　財　■■

2017/11/14	 意見	 ｢標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン」策定に関する意見書
2017/12/21	 意見	 	産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会「データ利活用促進に向け

た検討中間報告（案）」に対する意見書
2018/01/18	 意見	 	産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「第四次産業革命等への

対応のための知的財産制度の見直しについて（案）」に対する意見書
2018/02/15	 意見	 	｢知的財産推進計画2018」・「知的財産戦略ビジョン」策定に係る検討課題に関

する意見書

■■　行　政　■■

2017/04/21	 意見	 地方自治法等の一部を改正する法律案中監査制度の見直しに関する意見書
2017/05/02	 意見	 	地方自治法等の一部を改正する法律案中「地方公共団体の長等の損害賠償責任の

見直し及び権利放棄議決」に関する意見書

■■　労　働　■■

2017/11/22	 声明	 	働き方改革を推進するための労働基準法の一部改正案の国会提出に反対する会長
声明

2018/03/08	 声明	 高度プロフェッショナル制度を創設する法案の国会提出に反対する会長声明
2018/03/15	 意見	 	働き方改革法案の「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」部分についての

意見書
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■■　災　害　・　原　発　■■

2017/07/20	 要望	 	｢東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特
例に関する法律」の有効期限の再延長を求める要望書

2017/12/13	 声明	 伊方原発差止仮処分広島高裁決定に対する会長声明
2018/03/02	 声明	 	原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続における東京電力の不当な和解

案諾否留保に抗議し、迅速な和解仲介手続の進行を求める会長声明
2018/03/11	 談話	 ｢人間の復興」の実践と被災者支援を継続する会長談話
2018/03/30	 談話	 	｢東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特

例に関する法律の一部を改正する法律」の成立に当たっての会長談話

■■　そ　の　他　■■

2017/04/13	 意見	 特別徴収義務者宛の通知書から個人番号記載欄を除去すること等を求める意見書
2017/04/19	 声明	 裁判所法の一部を改正する法律の成立に当たっての会長声明
2017/04/28	 声明	 	公文書の安易な廃棄を防止し電子情報も含めた公文書管理の徹底を求める会長

声明
2017/05/26	 声明	 民法の一部を改正する法律及び同整備等に関する法律の成立についての会長声明
2017/08/24	 意見	 個人情報保護条例の見直しによる非識別加工情報の性急な導入に反対する意見書
2017/08/24	 意見	 社外取締役の義務付けに関する意見書
2017/09/12	 談話	 平成29年司法試験最終合格発表に関する会長談話
2017/09/14	 意見	 民法（相続関係）等の改正に関する追加試案等に対する意見
2017/09/15	 意見	 情報監視審査会平成28年年次報告書に関する意見書
2017/10/17	 意見	 民事執行法の改正に関する中間試案に対する意見書
2017/10/18	 意見	 最高裁判所第7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
2017/11/14	 意見	 	配偶者控除制度及び配偶者特別控除制度に代わる世帯構成及び働き方の選択に中

立的な税制度の再構築を求める意見書
2017/11/14	 意見	 新たな社債管理機関の資格要件に関する意見書
2017/12/21	 声明	 弁護士等による本人特定事項の確認等の履行に関する会長声明
2017/12/22	 意見	 大規模災害に備えるために公職選挙法の改正を求める意見書
2017/12/25	 談話	 全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
2018/01/18	 意見	 戸籍事務にマイナンバー制度を導入することに関する意見書
2018/01/18	 意見	 ｢法人設立手続のオンライン・ワンストップ化」に関する意見書
2018/02/15	 意見	 公益信託法の見直しに関する中間試案に対する意見
2018/03/15	 意見	 	法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等

の見直しに関する意見
2018/03/15	 意見	 会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案に対する意見
2018/03/15	 意見	 専門職大学院設置基準の一部を改正する省令案等に関する意見募集に対する意見
2018/03/30	 談話	 	内閣官房裁判手続等のＩＴ化検討会「裁判手続等のＩＴ化に向けた取りまとめ」

に関する会長談話




