ファミリー・フレンドリー・アワード
平成27年3月11日開催

男女共同参画推進二弁本部委員

去る3月11日、二弁臨時総会の開催に引き
続いて、「第1回 第二東京弁護士会

ファミリ

ー・フレンドリー・アワード」の授賞式が行

鳥居 江美（60期） ●Emi Torii

事務所を募集し、ノミネートされた事務所の
中から、男女共同参画推進二弁本部で受賞事
務所の選考を行いました。

われました。
記念すべき第1回の受賞事務所は渥美坂井法
律事務所・外国法共同事業で、授賞式におい

2 受賞事務所のご紹介

ては山田秀雄会長（当時）から、受賞事務所

次に、第1回の受賞事務所である渥美坂井法

の表彰、記念品の授与が行われました。

律事務所・外国法共同事業と、その主な受賞
理由、その他の注目すべき取り組みおよび所

1

「第二東京弁護士会 ファミリー・
フレンドリー・アワード」とは

属弁護士の声をご紹介いたします。
（1）受賞事務所について
受賞事務所の渥美坂井法律事務所・外国法

ファミリー・フレンド

共同事業は、約100名の弁護士（外国弁護士を

リー・アワード」とは、当会の第2次男女共同

含む。以下同じ。）が所属し、各種の金融分野

参画基本計画（2012年策定）所定のアクショ

をはじめ、M&A、コーポレートガバナンス、

ン・アイテムの実現として、法律事務所にお

国際訴訟などを業務の中心とする事務所です。

ける男女共同参画推進を目指すため、当会会

所属弁護士全体に占める女性弁護士の比率が

員の所属する事務所の中から、効果的・先駆

約30%と高い事務所です。外国法共同事業で

的なワーク・ライフ・バランス推進策を実施

あるため、男女のみならず国籍を超えたダイ

している法律事務所を、毎年継続的に表彰し、

バーシティも進んでいます。

「第二東京弁護士会

その優れたワーク・ライフ・バランス推進策
を会内および社会に広く紹介するものです。

（2）主な受賞理由
授賞理由として、選考した男女共同参画推

昨年度、男女共同参画推進二弁本部が初め

進二弁本部が特に注目したのは次の3点です。

て設立した制度で、当会会員の所属する法律

①「経営・人事などの判断を司るマネジメン

事務所の中で、自薦・他薦を問わず広く候補

トコミッティメンバーの女性割合の比率が
非常に高いことにより、ファミリー・フレ
ンドリーの職場文化が経営の意思判断上、
反映されていること」
意思決定における男女共同参画は、全て
の施策実現、文化形成に先立つ前提として、
特に重要な意義を持つものです。当会でも
これを重視し、昨年度の臨時総会において
副会長選挙にクオータ制を導入したところ、
先駆的な取り組みとして社会でも広く報道
され、高い評価を得ています。

授賞式にて

受賞事務所は、事務所の女性弁護士29名
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中11名がパートナー弁護士として活躍して

名にしてチームで担当する方針とすること

おり、さらに経営・人事の意思決定に深く

で、その実行を可能としています。

かかわるマネジメントコミッティメンバー
の36%が女性で構成されています。

産休・育休を取得する弁護士や、育児の
ために時短勤務で働く弁護士がいる場合で

このマネジメントコミッティメンバーの

も、ほかのメンバーによるフォローが可能

全員が、男女を問わず若手アソシエイト弁

であり、業務に支障を来たさずに対応する

護士からシニアパートナー弁護士に至るま

ことができます。また、そのようなフォロ

で、業務上優秀な人物を登用することでビ

ーを当然のこととする職場文化により、産

ジネスとして発展する事務所の体制がつく

休・育休を申請する側の弁護士も心理的に

られるということ、また所属弁護士各々の

申請しやすい環境となっています。

家庭の基盤があってこそ有意義な働きがで
きるということを、ポリシーとして共有し
ています。
このような経営によって、業務上で男女
の不合理な差別がないことはもとより、こ

（3）受賞事務所におけるその他の注目すべき
取り組み
受賞事務所では、前述の（2）の主な受賞理
由となった取り組みのほかにも、例えば、
・クラウドや仮想LANを複合的に活用して、事

とさらに性別を意識せず働ける職場文化、

務所外での業務対応ができるIT環境を整備

職場環境が形成されています。

し、育児中の在宅勤務も可能としていること

②「弁護士にも適用される『産前産後・育児

・セクハラ・パワハラ等に関する複数の通報ル

休暇』制度を規則化し、これが所内イント

ートを備えた内部通報制度を設置しているほ

ラネットで常に閲覧・確認できるようにな

か、所属弁護士に対する年1回の研修制度を

っていること」

備えていること

受賞事務所では、約10年前から、労働法

・弁護士、事務局員の健康管理のため、産業医

制の適用のないアソシエイト弁護士・パー

による事務所での診療日を月1回設けている

トナー弁護士にも全員に適用される、弁護

こと

士向けの産前産後および育児休暇制度が規
則化されています。また、この規則は、事
務所内のイントラネットで、誰でも常時閲
覧・確認できる状態に置かれています。
規則化する以前は、事務局員用の規則を

など、様々な取り組みが行われています。
（4）受賞事務所の所属弁護士の声
男女共同参画推進二弁本部では、前述の（2）
や（3）でご紹介した取り組みを総合的に考慮
した結果、今回の授賞を決定いたしました。

準用する形で、弁護士の産前産後・育児休

選考過程においては受賞事務所へのインタ

暇に個別に対応していました。しかし、個

ビューも行いましたが、多忙な平日の日中の

別対応ということでは、休暇を申請する側

時間帯であったにもかかわらず、延べ10名以

の弁護士の心理的負担になるのではないか

上のパートナー弁護士・アソシエイト弁護士

と考え、一律に対応できるよう弁護士向け

がインタビューに応えてくださいました。

の規則を整備し、これを全員で尊重するこ

特に、実際に子育てをしている弁護士やこ

ととしました。その効果によって、現在も

れから産休取得予定の弁護士がかわるがわる

この制度を利用して安心して産前産後や育

何人もインタビューに応じ、口々に「働きや

児休暇をとっている弁護士が複数名います。

すくてありがたい」と語ってくださいました

③「業務をチーム化することにより、育児等

ので、それら所属弁護士の方々の声をいくつ

のサポート体制をつくっていること」

かご紹介いたします。

ポリシーや規則を制定しても、実行でき

・半年前にこの事務所に入所したが、その時点

なければ意味がありません。この点、受賞

で第1子の育児中であり、時短勤務希望とい

事務所は、各業務の担当弁護士を必ず複数

う条件で採用してもらった。時短勤務希望と
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いうだけで採用対象から事実上外されてしま

「いい仕事をするためには家庭を顧みない方

うことも多い中で、非常に素晴らしい姿勢だ

がよい」というような文化の事務所もあると

と感じた。入所後、所属弁護士が100人近く

聞いているが、この事務所は全くそのような

いるため、自分ではどの弁護士が産休・育休

文化はなく、むしろ、所属弁護士各々の家庭

の取得経験があるのかは分からなかったが、

の基盤があってこそ有意義な働きができると

事務所の方から積極的に、産休・育休取得経

いうポリシーがある。

験がある先輩弁護士を紹介してくれた。ま
た、現在第2子を妊娠中で、再来月には産休
に入る予定。

3 受賞事務所選考担当者の雑感

・第2子出産のための産休に入る予定。第1子出産

受賞事務所選考にあたっては、候補となっ

の時もこの事務所に所属しており、産休・育

た複数の法律事務所におけるワーク・ライフ・

休を申請して取得した。特に育休については、

バランス推進のための取り組みを伺いました。

入園できる保育園が見つからなかったため、1

少人数で運営されるケースが多い法律事務所

年半取得させてもらった。今回、第2子を妊娠

においては、企業における取り組みとは異な

し産休を申請したが、嫌な顔をされることな

る工夫が必要となりますが、各事務所とも、

ど全くなく、むしろ体調を気遣ってもらえた。

試行錯誤しながら事情に応じた工夫をされて

・産休・育休の制度があるというだけではなく

いました。

て、実際に気持ちよく利用されていて、育休

候補事務所の中には、所属弁護士の女性比

取得後に復帰して働いている弁護士が多数い

率が高い事務所や産休・育休の取得を認めて

る。実例となる先輩弁護士が多数いるという

いる事務所も複数ありましたが、その中でも、

のは、これから産休・育休を申請する側にと

今回の受賞事務所である渥美坂井法律事務所・

っては非常に大きな安心材料となる。

外国法共同事業は、経営・人事の意思決定に

・現在、パートナー弁護士で、1歳半の子ども

深くかかわる弁護士の3割以上が女性弁護士で

がいる。勤務時間の拘束がなく成果で評価さ

あること、弁護士向けの産休・育休制度規則

れるので、自宅勤務も可能だし、子どもの病

を作成しているという点で特に注目すべきと

気など育児上の理由で早退しなければならな

感じました。

い場合でも全く問題なく対応できる。また、

加えて、所属弁護士の皆様のお話を伺い、事

1案件を複数名のチームで担当するため、自

務所のポリシーや制度としてワーク・ライフ・

分の不在時もほかの弁護士にサポートしても

バランスへの取り組みが様々な形で行われてい

らえる。

るというだけでなく、それが実効性のあるもの

・以前はニューヨークの法律事務所で勤務して

として機能していることが実感できました。

いたが、「妊娠したらパートナー弁護士には

インタビューの際、事務所設立時からのパー

なれない」、「パートナー弁護士になって妊娠

トナー弁護士であり、事務所の代表弁護士でい

する弁護士は信用できない」、「よい案件は担

らっしゃる渥美博夫先生が、
「あえて意識して

当させない」など、妊娠する女性弁護士に対

積極的にワーク・ライフ・バランスや女性弁護

する対応は酷かった。この事務所に入所して

士の活躍促進の制度づくりに取り組んできた

からは、そういった差別やストレスがなく働

ということではないし、特別なことをしてい

くことができている。

るという認識もありません。ただ、女性でも男

・二人の子どもの子育て中。最近まで長年シン

性でも、実力がある弁護士に活躍してもらい、

グルファーザーだった。実家の両親の協力を

事務所を発展させるためにはどうすればよい

得てきたが、学校の行事や子どもが病気のと

か？ と 考 え て、 少 し ず つ や っ て き た 結 果 で

きなど、父親である自分が対応する必要が

す」、「ここまでくるのに10年かかりましたね」

あることも多かった。法律事務所の中には、

とおっしゃっていたのが印象的でした。
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第1回受賞事務所報告
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
「第1回 第二東京弁護士会

ファミリー・フ

るとともに働く女性に対しての理解も深まり、

レンドリー・アワード」をいただき、誠にあ

互いにより協力的に働くことができる環境が

りがとうございました。新たに創設されたア

構築されていきます。また、男性弁護士や男

ワードの第1回目の受賞事務所ということで、

性スタッフも、家族との時間を大切にしなが

光栄であるとともに、事務所一同大変うれし

ら働くことを意識できるようになるのです。

く思っております。

前述のように、制度をつくることを優先し

当事務所は本アワードに候補事務所として

てワーク・ライフ・バランスを推進してきた

立候補したわけですが、当初から意識してワ

というよりは、事務所にとっても弁護士やス

ーク・ライフ・バランスに関してとりわけ先

タッフにとっても働きやすい職場を意識しな

進的な制度をつくったり研究したりしてきた

がらルールづくりを行い、運用してきた結果、

というわけではありません。また現時点にお

気が付いたら自然とファミリー・フレンドリ

いて、マネージメントを行うパートナーの弁

ーな環境ができあがっていたというのが実感

護士に一定の割合の女性弁護士を必ず参加さ

です。最初に制度ありきではない分、実状に

せるというような、いわゆる「クオータ制」

即した制度が設けられるに至り、結果的にそ

等の先進的制度を採用しているわけでもあり

の制度の運用・活用もすんなり行われたので

ません。しかしながら、当事務所に所属する

はないかと思っております。例えば、弁護士

弁護士（外国人弁護士を含みます。以下同じ

の産休・育休制度について、当初はスタッフ

です。）やスタッフが、男女を問わず、家庭の

の産休・育休規定を準用する形としておりま

事情等によって妨げられることなく合理的な

した。しかしその後、弁護士とスタッフの業

範囲でその能力を発揮することができるよう

務内容や勤務形態の違いから弁護士向けの規

にするには、どのような配慮が必要か、どの

定の必要性を認識するに至り、育児経験のあ

ような制度が求められているのかを必要に応

る女性弁護士らの意見を取り入れながら弁護

じて模索してきた結果、ファミリー・フレン

士向けの産休・育休規定を策定しました。こ

ドリーと言える職場環境を整えることができ

のような経験から、今回のアワードに当事務

たのではないかと考えております。そのこと

所が立候補することによって、法律事務所に

が、一般的に家事や育児に関する負担の割合

おけるワーク・ライフ・バランスの推進とい

が大きい女性にとって働きやすい職場環境に

うのは必ずしも困難なことではなく、ちょっ

つながったのかもしれません。

とした工夫やきっかけで始められるものなの

女性にとって働きやすいということは、女

ではないか、ということを皆様に知っていた

性だけを優先して逆に男性は損をするのでは

だければと思い、僭越ながら自薦させていた

ないかと思う方もいらっしゃるかもしれませ

だいた次第です。

んが、必ずしもそうではありません。働きや

「ファミリー・フレンドリー・アワード」に

すい職場環境が与えられることで、女性は安

立候補したことによって我々自身もワーク・

心して働くことができるようになり、限られ

ライフ・バランスについて改めて考えるよい

た勤務時間でも実力を発揮できるよういろい

機会が得られました。この点、今回のプロジ

ろな工夫をして効率よく業務を進めるように

ェクトを進められた二弁の皆様に大変感謝し

なります。そうなると、一緒に働く男性も刺

ております。これまで、弁護士やスタッフの

激され、よい意味でライバル心を持って頑張

働きやすい職場環境づくりに努めてきたとは
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いえ、それについて実際に弁護士やスタッフ

律事務所に所属する弁護士やスタッフへのア

がどのように感じているか調査したり、事務

ンケートの結果を反映する手法をとっている

所内の働きやすさについて評価したりしたこ

ようですが、弁護士のコメント例として「リ

とはあまりありませんでした。しかし、今回、

ラックスした環境で、幅広くやりがいのある

本アワードの受賞事務所候補として選出され

仕事をすることができる」と挙げられていま

る過程で、男女共同参画推進二弁本部の方々

した。こうした経緯から、当事務所のマネー

にご説明するために、産休・育休取得や時短

ジメントとしては、今までの努力の結果がそ

勤務の経験のある弁護士およびスタッフをイ

れなりに出ていることを実感でき、今後も今

ンタビューすることによって率直な感想を聞

までのやり方を踏まえながらファミリー・フ

くことができました。弁護士からは、産休・

レンドリーな取り組みを深めていくべきだと

育休についてスタッフの制度とは別に弁護士

再認識させられましたし、また定期的な形で

向けの制度が設けられていることが評価され

このようなインタビューを行っていくべきだ

ていたほか、先輩弁護士が産休・育休を取得

と考えております。

している下地があったため、自分も取得しや

以上のとおり、今回の「第1回 第二東京弁

すかった等の意見が多く挙がりました。中途

護士会

ファミリー・フレンドリー・アワー

で入所した弁護士も含め、当事務所が男女や

ド」の受賞は、当事務所にとっても意義深い

日本人外国人の別なく働きやすい職場であ

ものでした。貴弁護士会に感謝申し上げると

り、そんな事務所で働けることに感謝してい

ともに、今後ますますワーク・ライフ・バラ

るというポジティブな意見、感想が寄せられ

ンスについて意識し、柔軟な姿勢でより良い

ました。これらの意見、感想は、先日、Asian

制度を構築していきたいと思っております。

Legal Business（ALB）誌という法律事務所

最後に本アワードを創設された貴弁護士会の

の経営に関する記事を多く載せている海外専

先進的かつ賢明なご判断について敬意を表し、

門誌が行ったアンケート調査で、当事務所が

今後も貴弁護士会としてファミリー・フレン

日本におけるEmployer of Choice（最も働き

ドリーの取り組みを発展させていただければ

たい法律事務所）に選ばれましたことにも反

とお祈り申し上げます。

映されました。これは、対象となっている法

受賞を喜ぶ所属弁護士の先生方
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