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6章

日弁連・弁護士会連合会による対外的声明・宣言・決議等

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 2018 年４月から 2019 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＞公表資料）を
参照されたい。
資料3-6-1

日弁連による意見・提言・声明・要望・談話等

■■

人

権

■■

2018/04/11 声明

最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明

2018/04/20 声明

少年の実名・顔写真報道を受けての会長声明

2018/05/02 意見

い
 わゆる生活保護法 63 条返還債権について非免責債権化し保護費からの天引き徴収を可
能とする生活保護法改正案に反対する意見書

2018/05/03 談話
2018/05/15 声明
2018/06/11 声明

憲法記念日を迎えるに当たっての会長談話
新たな「外国人材の受入れ」制度の創設に関する会長声明
「袴田事件」第２次再審請求即時抗告審決定に対する会長声明

2018/06/13 声明

再婚禁止期間の廃止及び選択的夫婦別氏制度の導入を求める会長声明

2018/06/14 意見

死刑制度に関する政府世論調査に対する意見書

2018/06/27 声明

憲法改正手続法改正案の国会提出に当たり、憲法改正手続法の抜本的な改正を求める会
長声明

2018/06/28 声明

児童虐待死を受けての会長声明

2018/07/06 声明

死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020 年までに死刑制度の廃止を目指
すことを求める会長声明

2018/07/11 声明
2018/07/12 意見
2018/07/20 声明

「日野町事件」再審開始決定についての会長声明
国会における障害を理由とする差別の解消を求める意見書
生活保護世帯が受給する平成 30 年７月豪雨災害における義援金の収入認定に関する会長
声明

2018/07/26 声明

死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020 年までに死刑制度の廃止を目指
すことを求める会長声明

2018/07/26 声明

「日野町事件」再審開始決定に対する即時抗告についての会長声明

2018/08/09 声明

難病医療費助成制度における重症度分類の撤廃を求める会長声明

2018/08/22 声明

障害基礎年金の大量支給停止問題につき適正な審査と検証等を求める会長声明

2018/09/07 声明

人種差別撤廃委員会の総括所見に対する会長声明

2018/09/10 声明

「恵庭殺人事件」第２次再審請求即時抗告棄却決定に関する会長声明

2018/09/20 意見

いじめの重大事態の調査に係る第三者委員会委員等の推薦依頼ガイドライン

2018/09/21 意見

医療的ケアを要する子どもの保育及び教育に関する意見書

2018/09/21 意見

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（追加情報）
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2018/10/18 声明

「松橋事件」再審開始に関する会長声明

2018/10/23 意見

特別養子縁組制度の改正に関する提言

2018/10/31 意見

特別養子制度の見直しに関する中間試案に対する意見

2018/11/12 意見

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
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める要請書
2018/11/13 意見

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に対する意見書

2018/12/10 談話

世界人権宣言 70 周年に当たっての会長談話

2018/12/20 意見

旧優生保護法下における優生手術及び人工妊娠中絶等に対する補償立法措置に関する意
見書

2018/12/21 意見

放課後児童支援員の資格及び配置員数に関する「従うべき基準」の堅持を求める意見書

2018/12/21 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

2018/12/25 声明

国連強制失踪委員会の総括所見に対する会長声明

2018/12/27 声明

死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020 年までに死刑制度の廃止を目指
すことを求める会長声明

2019/01/16 意見

ビジネスと人権に関する国別行動計画についての意見募集に対する意見書

2019/01/17 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

2019/01/18 意見

憲法改正手続法における広告放送及び最低投票率に関する意見書

2019/01/25 声明
2019/01/25 声明

「豊川事件」再審請求棄却決定に関する会長声明
医学部の入学試験における女性差別を根絶し、医療現場における男女共同参画の実現を
求める会長声明

2019/01/25 意見

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政
令の整備に関する政令案概要等に対する意見

2019/02/14 意見

生活保護法改正要綱案（改訂版）

2019/02/14 意見

放課後児童健全育成事業につき、子どもへの育成支援及び家庭への養育支援を促進する
ための制度の充実を求める意見書

2019/02/25 声明

国連子どもの権利委員会の総括所見に関する会長声明

2019/03/20 声明

「湖東事件」再審開始に関する会長声明

2019/03/28 声明

「松橋事件」再審無罪判決に関する会長声明

■■

刑

事

・

少

年

■■

弁護人を取調べに立ち会わせる権利の明定を求める意見書

2018/06/13 声明

成年年齢を引き下げる「民法の一部を改正する法律」の成立に対する会長声明

2018/08/09 意見

記録的な猛暑に対応し、速やかに効果的な熱中症対策を進めることを求める（要望）

2018/10/17 意見

死刑確定者と再審請求弁護人との接見に拘置所職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分
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をしてはならないとの仮の差止め決定後も職員を立ち会わせ続けた事案に関する申入書
2018/10/23 意見

えん罪を防止するための刑事司法改革グランドデザイン

2018/10/24 意見

ＧＰＳ捜査の不実施及び実施済ＧＰＳ捜査に関する適正な対応を求める意見書

2018/11/09 意見

弁護人の面会申出を保護室収容中の未決拘禁者に告げないまま面会を許さなかった刑事
施設の長の措置が接見交通権を侵害し違法であるとした最高裁判所判決に基づく申入書

2018/11/21 意見

少年法における「少年」の年齢を 18 歳未満とすることに反対する意見書

2019/02/01 意見

裁判所構内での接見について刑事施設職員が立会いを求めるなどして弁護人と被告人と
の接見を妨害した事案の国家賠償請求訴訟判決に基づく申入書

■■
2018/04/13 意見
2018/04/27 声明
2018/05/01 意見

消 費 者

・

金

融

■■

ギャンブル依存対策推進に関する意見書
「特定複合観光施設区域整備法案」の国会上程に反対し、廃案を求める会長声明
独立行政法人国民生活センター「特定適格消費者団体に対する立担保援助規程」につい
ての意見書

2018/06/08 声明
2018/06/19 声明

「消費者契約法の一部を改正する法律」の成立に関する会長声明
特定複合観光施設区域整備法案（いわゆる「カジノ解禁実施法案」
）に改めて反対し、廃
案を求める会長声明

2018/07/12 意見
2018/10/18 意見
2018/10/31 意見

いわゆる「預託商法」につき抜本的な法制度の見直しを求める意見書
内閣府消費者委員会公益通報者保護専門調査会「中間整理」に対する意見書
「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
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2018/11/09 意見

内閣府消費者委員会公益通報者保護専門調査会「中間整理」に対する追加意見書

2018/11/21 意見

消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）等に関する意見書

2019/01/09 声明

内閣府消費者委員会公益通報者保護専門調査会報告書（平成 30 年 12 月）に関する会長
声明

2019/01/25 意見

不動産特定共同事業法施行規則等の改正に関する意見募集に対する意見書

2019/02/28 意見

「特定複合観光施設区域整備法施行令（案）」に対する意見書

2019/03/07 意見

「公益通報者保護専門調査会報告書」に関する意見募集に対する意見書

2019/03/13 意見

「消費者基本計画工程表」改定素案についての意見書

2019/03/22 意見

「ギャンブル等依存症対策推進基本計画（案）」に対する意見書

■■

環

境

・公

害

■■

2018/06/15 意見

パリ協定と整合したエネルギー基本計画の策定を求める意見書

2018/07/30 談話

諫早湾干拓事業の請求異議訴訟福岡高等裁判所判決に関する会長談話

2018/12/20 意見

「プラスチック資源循環戦略（案）」に対する意見募集に対する意見書

2018/12/20 意見

海洋プラスチック問題に対する意見書

2019/01/18 意見

長期低排出発展戦略の策定に関する意見書

■■
2018/04/12 意見
2018/07/20 意見

知

財

■■

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き（案）」に対する意見書
不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令の
一部を改正する政令案に対する意見書

2018/09/20 意見

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「意匠制度の見直しの検討課題」に対

2018/11/21 意見

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「知財紛争処理システムの見直しの検

2018/12/20 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「限定提供データに関する指針

する意見書
討課題」に対する意見書
（案）
」に対する意見書
2019/01/16 意見

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「産業競争力の強化に資する意匠制度

2019/02/06 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「実効的な権利保護に向けた知

の見直しについて（案）
」に対する意見書
財紛争処理システムの在り方（案）」に対する意見書
2019/02/15 意見

「知的財産推進計画 2019」の策定に向けた意見募集に対する意見書

■■

行

政

■■

2018/08/24 意見

町村議会のあり方に関する研究会報告書に対する意見書

2018/10/23 意見

地方公共団体における内部統制の導入に関する意見書

2018/10/24 意見

自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告及び第 32 次地方制度調査会での審議についての
意見書

■■
2018/05/22 声明

災

害

・

原

発

■■

災害救助法の一部を改正する法律の早期成立及び被災者支援制度の早期の抜本的な改善
を求める会長声明

2018/07/09 談話
2018/07/12 意見

2018 年７月豪雨災害に関する緊急会長談話
「原子力発電所の火山影響評価ガイド」に基づく原子力発電所の適合性審査に関する意見

書

2018/08/23 意見
2018/08/23 意見

災害関連死の事例の集積、分析、公表を求める意見書
被災者支援に資する住家被害認定、災害救助法の弾力的運用及び公費による土砂等撤去
の措置を求める意見書

2018/09/07 意見
2019/03/11 談話
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「原子力損害賠償制度の見直しについて」の取りまとめに対する意見書
東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から８年を迎え、
「人間の復興」の
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実践と被災者支援を継続する会長談話
2019/03/11 声明

原 発事故被害者の集団申立案件にかかる東京電力による原子力損害賠償紛争解決セン
ターの和解案拒否に関する会長声明

■■

そ

の

他

■■

₂₀₁₈⊘₀₄⊘₁₃ 意見

コーポレートガバナンス ･ コードの改訂案に関する意見書

₂₀₁₈⊘₀₄⊘₂₀ 声明

公文書改ざんの再発防止を含む適切な公文書管理の徹底を求める会長声明

₂₀₁₈⊘₀₄⊘₂₀ 意見

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見書

₂₀₁₈⊘₀₆⊘₁₄ 意見

戸籍法の改正に関する中間試案に関する意見

₂₀₁₈⊘₀₇⊘₁₃ 意見

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案
︵ 追加試案 ︶ に対する意見

₂₀₁₈⊘₀₇⊘₁₃ 意見

｢公証人法施行規則｣ の改正 ︵ 案 ︶ に対する意見書

₂₀₁₈⊘₀₇⊘₂₆ 談話

新 ₆₅ 期の司法修習を経た者の修習貸与金の返還期限を迎えての会長談話

₂₀₁₈⊘₀₈⊘₀₉ 意見

公正取引委員会の意見募集 ｢確約手続に関する対応方針 ︵ 案 ︶｣ に対する意見書

₂₀₁₈⊘₀₈⊘₂₂ 意見

高等学校教科用図書検定基準等の改正案に対する意見書

₂₀₁₈⊘₀₈⊘₂₃ 意見

｢確約手続に関する対応方針 ︵ 案 ︶｣ についての意見書

₂₀₁₈⊘₀₈⊘₂₃ 意見

Ｅ ＳＧ（環境・社会・ガバナンス）関連リスク対応におけるガイダンス（手引）～企
業・投資家・金融機関の協働・対話に向けて～

₂₀₁₈⊘₀₉⊘₁₁ 談話

平成 ₃₀ 年司法試験最終合格発表に関する会長談話

₂₀₁₈⊘₀₉⊘₂₀ 意見

租税訴訟における裁判所調査官制度の廃止を求める意見書

₂₀₁₈⊘₁₀⊘₂₃ 意見

衆議院情報監視審査会平成 ₂₉ 年年次報告書に関する意見書

₂₀₁₈⊘₁₂⊘₂₀ 意見

公文書管理法制の改正及び運用の改善を求める意見書

₂₀₁₈⊘₁₂⊘₂₁ 談話

弁護士会照会に対する報告義務の有無について報告義務の確認を求めることはできない
と判断した最高裁判決についての会長談話

₂₀₁₉⊘₀₁⊘₁₆ 声明

会社法制の見直しに関する要綱案に対する会長声明

₂₀₁₉⊘₀₁⊘₁₈ 意見

日本法令の国際発信に向けた将来ビジョンに関する意見書
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