
　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 2020 年４月から 2021 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

日弁連・弁護士会連合会による対外的声明・宣言・決議等６第 章

資料3-6-1 日弁連による意見・提言・声明・要望・談話等

人　権

2020/04/15 声明 菊池事件判決を契機に改めてハンセン病隔離法廷の検証等を求める会長声明
2020/04/15 声明 入管収容施設における「三つの密」のリスクの解消を求める会長声明
2020/04/17 声明 新型コロナウイルス感染拡大に伴う家庭内被害―DV・虐待―の増加・悪化防止に関する

会長声明
2020/04/23 声明 精神科病院における虐待に障害者虐待防止法の通報義務と必要な措置等を適用すること

を求める会長声明
2020/04/23 声明 刑事収容施設における感染拡大の防止を求める会長声明
2020/04/23 声明 「小石川事件」再審請求棄却決定に対する会長声明
2020/05/03 談話 憲法記念日を迎えるに当たっての会長談話
2020/05/07 声明 新型コロナウイルス感染拡大によって家賃の支払に困難を来す人々を支援するため、住

居確保給付金の支給要件緩和と積極的活用を求める会長声明
2020/05/07 声明 新型コロナウイルスの感染拡大が収束するまでの一定期間の特例措置として、生活保護

制度の運用を緩和し、同制度の積極的活用を求める会長声明
2020/06/25 声明 「日野町事件」について公平な裁判所による審理を求める会長声明
2020/07/03 声明 「姫路郵便局強盗事件」差戻し審・再審請求棄却決定に対する会長声明
2020/07/03 声明 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明
2020/07/15 声明 東京地裁判決を受けて改めて旧優生保護法被害者の被害回復を求める会長声明
2020/07/16 意見 太平洋・ビキニ環礁における水爆実験で被ばくした元漁船員らの健康被害に対する救済

措置を求める意見書
2020/07/29 声明 新型コロナウイルス下で差別のない社会を築くための会長声明
2020/08/05 声明 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための

基準の見直し」等に関する会長声明
2020/08/20 意見 入国者収容所等視察委員会の改革に関する意見書
2020/08/27 声明 行政不服審査法改正の趣旨に沿った、難民不服審査制度の正常化を求める会長声明
2020/09/10 意見 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の適正

な運用を求める意見書
2020/10/20 意見 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正を求める意見書
2020/10/21 声明 入管収容について国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会の意見を真摯に受け止め、国際

法を遵守するよう求める会長声明
2020/10/23 要望 死刑制度の廃止を求める要請書
2020/11/12 声明 「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関

する法律（案）」に対する会長声明
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2020/11/16 意見 「第４次犯罪被害者等基本計画案・骨子」に対する意見書
2020/11/17 意見 養育費の不払い解消の方策に関する意見書
2020/11/17 意見 「人質司法」の解消を求める意見書
2020/11/18 意見 「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」に対する意見書
2020/11/18 声明 特定戦災障害者等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声

明
2020/12/02 声明 ビジネスと人権に関する行動計画公表を受けての会長声明
2020/12/24 声明 「袴田事件」最高裁差戻し決定を受け、一刻も早い再審無罪及びえん罪救済のための再

審制度改革の実現を求める会長声明
2021/01/07 談話 滞納処分に関する仙台地方裁判所における和解に対する会長談話
2021/01/21 提言 緊急時における臨時給付金支給に関する提言
2021/01/22 声明 感染症法・特措法の改正法案に反対する会長声明
2021/01/22 声明 「核兵器禁止条約」の発効を歓迎する会長声明
2021/02/18 意見 同性の者も事実上婚姻関係と同様の事情にある者として法の平等な適用を受けるべきこ

とに関する意見書
2021/02/18 意見 少年法の保護処分取消制度の見直し改正に関する意見書
2021/02/19 意見 新型コロナウイルスワクチン接種に関する提言書
2021/02/19 談話 性差別を許さず、男女共同参画の実現を推進する会長談話
2021/03/04 声明 恣意的になされた生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明
2021/03/17 声明 コロナ危機に際し、「全世代型社会保障改革の方針」の抜本的見直し等を求める会長声明
2021/03/18 意見 出入国管理及び難民認定法改正案に関する意見書
2021/03/30 声明 名古屋出入国在留管理局における被収容者の死亡事件に関する会長声明

2020/４/15 声明 刑事裁判の期日延期等に関する会長声明
2020/５/７ 声明 刑事施設における一般面会を過度に制限しないことを求める会長声明
2020/８/７ 声明 少年法適用年齢問題にかかる法制審議会少年法・刑事法部会の事務局「取りまとめに向

けたたたき台」に関する会長声明
2020/10/５ 声明 法務・検察行政刷新会議において刑事手続を憲法及び国際人権法に適合するものとする

ための提言に向けた審議が尽くされることを求める会長声明
2020/11/17 意見 少年法適用年齢に関する法制審議会答申に対する意見書
2020/11/17 意見 検察官の定年後勤務延長問題に関する意見書
2020/12/24 声明 法務・検察行政刷新会議報告書の取りまとめを受けての会長声明
2021/２/18 声明 第 14 回国連犯罪防止刑事司法会議における日本弁護士連合会声明文

2020/５/１ 声明 緊急事態宣言の影響による賃料滞納に基づく賃貸借契約解除を制限する等の特別措置法
の制定を求める緊急会長声明

2020/５/７ 意見 「独占禁止法改正法の施行に伴い整備する公正取引委員会規則案等」に関する意見書
2020/５/15 声明 中小企業・小規模事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策の緊急融資に関して改

善を求める会長声明
2020/５/22 声明 いわゆる「給与ファクタリング」と称するヤミ金融の徹底的な取締りを求める会長声明
2020/５/29 意見 「消費者基本計画工程表」素案についての意見書
2020/６/17 声明 事業者向けにファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者の取締りの強化を求める

会長声明
2020/７/16 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見直

しに関する意見書
2020/７/16 意見 公告された破産者情報を含む「本人が破産、民事再生その他の倒産事件に関する手続を

行ったこと」に関する情報の拡散を防止する措置を求める意見書

刑　事・少　年
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2020/７/16 意見 インターネット通信販売における定期購入契約等の被害に対する規制強化を求める意見書
2020/10/21 意見 連鎖販売取引における若年者等の被害防止に関する規制強化を求める意見書
2020/12/９ 談話 いわゆる「販売預託商法」の全面禁止の提言に関する会長談話
2020/12/17 意見 不当景品類及び不当表示防止法上の課徴金制度の強化を求める意見書
2020/12/17 意見 送り付け商法（ネガティブ・オプション）の全面的な禁止を求める意見書
2020/12/18 意見 実効的な発信者情報開示請求のための法改正等を求める意見書
2021/１/22 意見 消費者庁「消費者契約に関する検討会」における検討の方向性に対する意見書
2021/２/18 意見 特定商取引法及び特定商品預託法の書面交付義務の電子化に反対する意見書
2021/３/18 意見 電子商取引における消費者被害につき実効的な救済を可能とする仕組みの確立を求める

意見書
2021/３/18 意見 消費者基本計画工程表の評価指標（KPI）の実効性向上を求める意見書

2021/03/18 意見 今後のプラスチック資源循環政策についての意見書

2020/７/２ 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「AI・IoT 技術の時代にふさわ
しい特許制度の在り方―中間とりまとめ―（案）」に対する意見書

2020/12/17 意見 「図書館関係の権利制限規定の見直し（デジタル・ネットワーク対応）に関する中間ま
とめ」に対する意見書

2021/１/14 意見 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ
時代における商標制度の在り方について（案）」に対する意見書

2021/１/21 意見 産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会報告書「弁理士制度の見直しの方向
性について（案）」に対する意見書

2021/１/21 意見 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ
時代における特許制度の在り方（案）」に対する意見書

2021/２/26 意見 「知的財産推進計画 2021」の策定に向けた意見募集に対する意見書

2020/４/６ 声明 検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法
律案に反対する会長声明

2020/４/９ 意見 「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」に
関する意見書

2020/５/11 声明 改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明
2020/６/26 声明 「地方公共団体の広域連携」に係る第 32 次地方制度調査会 答申に対する会長声明
2020/７/１ 声明 法務局支局における公証事務の取扱いの廃止に反対する会長声明
2020/11/19 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
2021/２/26 声明 出入国管理及び難民認定法改正案（政府提出）に対する会長声明

2020/05/07 声明 新型コロナウイルス感染症による緊急措置として、労働者が失業したものとみなして失
業給付を受給できる措置を講じるとともに、雇用調整助成金の迅速な支給拡大を求める
会長声明

2020/06/03 声明 低賃金労働者の生活を支え、地域経済を活性化させるために最低賃金額の引上げと中小
企業支援強化並びに全国一律最低賃金制度の実施を求める会長声明

環　境・公　害

知　財

行　政

労　働

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

第
３
編

223弁護士白書　2021年版



2020/07/14 談話 令和２年７月豪雨災害に関する緊急会長談話
2020/07/15 声明 令和２年７月豪雨災害を対象とした義援金の差押禁止法の制定を求める会長声明
2020/09/03 声明 被災者生活再建支援法における被災者生活再建支援金の支給対象を、半壊、準半壊及び

一部損壊世帯に拡げることを求める会長声明
2020/10/30 声明 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者への「自然災害による被災者の債

務整理に関するガイドライン」の適用開始に当たっての会長声明
2020/12/16 声明 大飯原発設置変更許可取消訴訟大阪地裁判決に対する会長声明
2021/03/11 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 10 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
2021/03/26 声明 東海第二原発差止訴訟水戸地裁判決に対する会長声明

2020/04/01 声明 民法の一部を改正する法律等の施行についての会長声明
2020/04/01 談話 「ひまわりほっとダイヤル」開設 10 周年に当たっての会長談話
2020/04/15 談話 司法試験の実施延期に関する会長談話
2020/05/15 談話 延期後の令和２年司法試験の実施に関する会長談話
2020/06/11 声明 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の開催された全ての会議について発言者と発

言内容を明記した議事録作成を求める会長声明
2020/06/12 談話 ひまわり基金法律事務所開設 20 周年に当たって（会長談話）
2020/06/18 意見 「民事裁判手続等 IT 化研究会報告書―民事裁判手続の IT 化の実現に向けて―」に対す

る意見書
2020/09/04 声明 改めて、いわゆる谷間世代に対する国による是正措置の実現を目指す会長声明
2020/09/10 意見 刑事確定訴訟記録の保管、保存及び閲覧等に関する法改正及び運用改善に関する意見書
2020/09/30 意見 「会社法施行規則改正案」に対する意見書
2020/10/01 談話 弁護士費用保険（権利保護保険）制度創設 20 周年に関する会長談話
2020/10/21 意見 令和２年種苗法改正法案に関する意見書
2020/10/22 声明 日本学術会議会員候補者６名の速やかな任命を求める会長声明
2020/10/30 声明 新型コロナウイルス感染症にかかる介護報酬の特例措置における利用者負担の撤回と公

費による財政的支援の拡充を求める会長声明
2020/11/06 声明 日本政府に対し、核兵器禁止条約について早期に署名・批准することを要望する会長声明
2020/11/18 提言 任意後見制度の利用促進に向けた運用の改善及び法改正の提言
2021/01/20 談話 令和２年司法試験最終合格発表に関する会長談話
2021/02/18 意見 電話転送役務の不正な利用を防止する法整備等を求める意見書
2021/02/18 声明 共同声明「国連基本原則を支持する行動の要請」（第二次）
2021/03/17 意見 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令（仮称）案

等に対する意見書
2021/03/17 声明 デジタル改革関連６法案について慎重審議を求める会長声明
2021/03/18 意見 「民事訴訟法（IT 化関係）等の改正に関する中間試案」に対する意見書
2021/03/18 意見 特殊詐欺及び利殖勧誘詐欺等の抑止のための郵便物受取サービス（いわゆる私設私書箱）

の適正化を求める意見書
2021/3/18 意見 衆議院及び参議院情報監視審査会年次報告書に関する意見書
2021/3/18 意見 民法（親子法制）等の改正に関する中間試案に対する意見書
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