
第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

　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 2019 年４月から 2020 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。

第１節 日弁連による意見・提言・声明・要望・談話等

人　権

資料3-6-1 日弁連による意見・提言・声明・要望・談話等

2019/04/18 声明 子どもへの体罰等のない社会を目指した法改正を求める会長声明
2019/04/24 声明 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の成

立に対する会長声明
2019/04/25 声明 生殖医療技術利用に関する法整備を求める会長声明
2019/05/03 談話 憲法記念日を迎えるに当たっての会長談話
2019/06/07 声明 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律の成立を受けての会長声明
2019/06/28 声明 「大崎事件」第三次再審請求棄却決定に対する会長声明
2019/06/28 声明 児童職場のハラスメントに対する実効性ある法整備を求める会長声明虐待死を受けての

会長声明
2019/07/01 声明 ハンセン病家族訴訟判決に関する会長声明
2019/08/02 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
2019/08/08 声明 入国管理センターにおける被収容者の死亡事件及び再収容に関する会長声明
2019/12/20 声明 外国人学校の幼児教育・保育施設を無償化措置の対象とすることを求める会長声明
2019/12/26 声明 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、死刑制度の廃止を目指すことを求め

る会長声明
2020/01/23 談話 死刑制度に関する政府世論調査結果についての会長談話
2020/02/07 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
2020/03/31 声明 「湖東事件」再審無罪判決に関する会長声明
2019/04/19 意見 自然災害債務整理ガイドラインの利用のために母子及び父子並びに寡婦福祉法の改正を

求める意見書
2019/05/10 意見 再審における証拠開示の法制化を求める意見書
2019/07/18 意見 同性の当事者による婚姻に関する意見書
2019/08/21 意見 第３次犯罪被害者等基本計画の見直しに関する意見書
2019/10/15 意見 刑事法廷内における入退廷時に被疑者又は被告人に手錠・腰縄を使用しないことを求め

る意見書
2019/10/15 意見 死刑制度の廃止並びにこれに伴う代替刑の導入及び減刑手続制度の創設に関する基本方針
2019/11/20 意見 「写り込みに係る権利制限規定の拡充に関する中間まとめ」に対する意見書
2019/11/21 意見 ビジネスと人権に関する行動計画に盛り込むべき具体的な事項・施策に関する意見書
2019/11/21 意見 障害者差別禁止法制の見直しを求める意見書
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2019/11/22 要望 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

2019/11/22 意見 国費による犯罪被害者支援弁護士制度の導入を求める意見書
2020/02/21 意見 実効性ある包括的ハラスメント禁止に向けた法制度の整備を求める意見書
2020/03/17 意見 「ビジネスと人権」に関する行動計画の原案に対する意見書
2020/03/18 意見 受刑者の選挙権に関する意見書
2020/03/18 意見 収容・送還の在り方に関する意見書

2019/05/21 談話 裁判員制度施行 10 周年を迎えての会長談話
2019/06/01 談話 取調べの可視化を義務付ける法律の施行に当たっての会長談話
2019/04/18 意見 第 14 回国連犯罪防止刑事司法会議における京都宣言に含めるべき事項に関する意見書
2019/06/13 要望 要望書「私たちは少年法適用年齢の引き下げに反対です　有効に機能している現行少年

法の維持を強く要望します」
2019/11/21 意見 児童相談所から警察への情報提供に関する意見書

2019/06/19 声明 独占禁止法の改正に伴う依頼者と弁護士の通信秘密保護制度に関する会長声明
2019/09/01 談話 消費者庁及び内閣府消費者委員会設置 10 年を迎えて消費者行政の一層の充実・強化を求

める会長談話
2019/05/10 意見 クレジット過剰与信規制の緩和に反対する意見書
2019/07/19 意見 特定商取引法の執行力強化に関する意見書
2019/09/12 意見 金融審議会「金融制度スタディ・グループ」「『決済』法制及び金融サービス仲介法制に

係る制度整備についての報告（基本的な考え方）」についての意見書
2020/01/17 意見 内閣府消費者委員会「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての建議」

及び「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての消費者委員会意見」に
ついての意見書

2020/02/20 意見 金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」報告
の「第２章　金融サービス仲介法制」についての意見書

2019/05/08 意見 パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（仮称）（案）に関する意見
2020/02/21 意見 公害紛争処理制度の改革を求める意見書

2020/01/08 意見 「意匠審査基準」改訂案に対する意見書
2020/02/13 意見 「知的財産推進計画 2020」の策定に向けた意見募集に対する意見書

刑　事・少　年

消 費 者・金　融

環　境・公　害

知　財

３－６－１　日弁連による意見・提言・声明・要望・談話等
第３編　日弁連・各弁護士会の活動状況
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2019/10/03 意見 地方自治法施行令等の一部を改正する政令案に対する意見書
2020/02/21 意見 公的年金にかかる行政不服審査について弁護士による代理援助を可能とする改正を行う

ことを求める意見書
2020/03/18 意見 第 32 次地方制度調査会で審議中の圏域に関する制度についての意見書

2019/04/25 声明 最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明
2019/06/27 談話 工事監理者の独立性確保及び中間検査制度の充実等の抜本的改革を求める会長談話
2020/02/20 意見 全国一律最低賃金制度の実施を求める意見書

2019/10/15 談話 令和元年台風第 19 号災害に関する緊急会長談話
2020/01/20 声明 伊方原発差止仮処分広島高裁 2020 年１月決定に対する会長声明
2020/03/06 談話 新型コロナウイルスの感染拡大に当たっての会長談話
2020/03/11 談話 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９年を迎え、「人間の復興」の

実践と被災者支援を継続する会長談話
2019/07/19 意見 東京電力ホールディングス株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害

の判定等に関する中間指針等の改定等を求める意見書
2020/01/17 意見 災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書
2020/03/18 意見 東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効期間を再延長する

法改正を求める意見書

2019/04/12 声明 民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議開催に関する会長談話
2019/04/18 声明 日本法令の国際発信に向けた将来ビジョン会議の取りまとめに対する会長声明
2019/09/10 談話 令和元年司法試験最終合格発表に関する会長談話
2019/11/28 声明 所得税法の「寡婦（寡夫）控除」規定の改正を求める会長声明
2019/12/27 声明 中東海域への自衛隊派遣に反対する会長声明
2020/01/31 談話 法律事務所への捜索に抗議する会長談話
2020/03/10 談話 民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議取りまとめに関する会長談話
2020/03/18 声明 公益通報者保護法改正案に関する会長声明
2019/06/20 意見 参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
2019/06/20 意見 秘密保護法及び関連法令の最低限の見直し並びに情報開示の拡大のための対策を求める

意見書
2019/06/21 意見 UNCITRAL2006 年改正モデル仲裁法を反映した法整備要綱試案
2019/07/18 意見 国際戦略グランドデザイン
2019/09/05 要望 学生模擬裁判・模擬仲裁等に対する支援に関する要望書
2019/09/12 意見 民事裁判手続の IT化における本人サポートに関する基本方針
2019/10/15 意見 最高裁判所第８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
2019/10/16 意見 「定款認証手数料の価格検証メカニズムの導入」に関する意見書

行　政

労　働

災　害・原　発

そ　の　他
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2019/11/21 意見 衆議院情報監視審査会平成 30 年年次報告書に関する意見書
2019/12/19 要望 インターネット・通信企業において透明性報告を公表することを求める要望書
2020/02/20 意見 公営住宅の連帯保証人・保証人に関する意見書
2020/02/21 意見 民法・不動産登記法（所有者不明土地関係）等の改正に関する中間試案に対する意見書

３－６－１　日弁連による意見・提言・声明・要望・談話等
第３編　日弁連・各弁護士会の活動状況
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