
年には女性差別撤廃条約が成立し、1985年に
はナイロビで10年のしめくくりの会議が開か
れた。また、その5年後の1990年には、国連に
おいて、政府、政党をはじめあらゆる職業団
体に関して、指導的地位につく女性の割合を
30％に増やすという目標が掲げられた。この
ように、女性の地位向上や男女の平等な社会
進出の促進等という国際的な流れは、30年以
上前からはっきりと示されていた＊1。
　日本では、国際的な流れに押され、1999年、
ようやく男女共同参画社会基本法（以下「基
本法」という。）が公布された。基本法は、そ
の前文において、「男女共同参画社会の実現を
21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

男女共同参画社会基本法制定の
経緯、概要

　国連では、1976年から1985年までの10年間
を「国連女性のための10年」としたが、1979

特 集

二弁の男女共同参画
～その達成状況と今後の課題～

　1999年に制定された男女共同参画社会基本法（以
下「基本法」）を受け、政府は5年ごとに男女共同参画基
本計画を改訂しており、2010年には第3次基本計画を
策定し、本年12月には第4次基本計画を閣議決定する
予定である。
　他方、当会は基本法の趣旨を実現すべく先駆的に男
女共同参画に取り組んでおり、2007年1月には具体的
な数値目標を掲げたアクションプランを含む「第二東京
弁護士会における男女共同参画基本計画」を、2012年
1月には「第二東京弁護士会における男女共同参画基
本計画(第二次)」（以下「第二次基本計画」）を総会で決
議している。第二次基本計画の核となる第二次アクショ
ンプランは、「1 弁護士会活動を女性会員にとって身近
なものに」、「2 会の政策・方針決定過程への女性会員
の参加の推進」、「3 ワーク・ライフ・バランスのための
制度の新設」、「4 女性会員の業務分野の拡大・開発」、

「5 女性会員の業務における差別の是正」、「6 男女共
同参画推進本部の設置」を内容とする。平成26年度に
は、第二次アクションプランに基づき、2に関しては理事
者のうちの2名を女性会員とするクオータ制を導入し、
3に関しては「ファミリー・フレンドリー事務所」の表彰を
行い、また、4に関しては女性社外役員候補者名簿の提
供事業を開始するなど、行動計画を次々と実現してい
る。
　本稿では、男女共同参画において、常に先駆的な役割
を果たしている当会の取組について、再度、基本計画策
定の経緯を振り返った上で、第二次アクションプランの
多くを実現に移した昨年度理事者の事績を総括し、か
つ、現時点で未達成の課題や今後の取組について整理
していただいた。あらためて「二弁の男女共同参画」の
先駆性についてご確認いただければ幸いである。

番 敦子 （46期）
●Atsuko Ban
当会会員

〈略歴〉
2006～2009年度
　当会犯罪被害者支援委員会委員長
2009,2010年度
　日弁連犯罪被害者支援委員会委員長
2011年度
　当会両性の平等に関する委員会委員長
2014年度
　当会副会長
2015年度
　当会公設事務所運営支援等委員会委員長

当会が男女共同参画基本計画を策定した
経緯、計画の概要について

＊1　『NIBEN Frontier』2015年3月号「弁護士会におけるクオータ制と憲法・国際法」
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位置づけ」、男女共同参画社会の実現にむけて
の基本理念を宣言した。「男女共同参画」とい
う言葉は、おそらく基本法によって初めて一
般的に使用されるようになったが、これは、
あえて「男女平等」という言葉を避けた結果
と考えられる。基本法は、「女性の権利」を強
調するのではなく、「男女の個人としての尊厳
が重んぜられること」と規定し、男女の人権
の尊重を掲げた（基本法3条）。「男女共同参
画」という耳慣れぬ言葉が使用されたせいも
あり、基本法案が議論されていた段階におい
ては、何か釈然としない感を抱いたり、まや
かし的なものを感じたり、本当に意義がある
のかを疑問視したりした者は私一人ではない
と思う。しかし、基本法は社会に対する新た
な流れを確かに示すものとなった。基本法の
下、内閣府に男女共同参画局が設置され、基
本計画、アクションプラン等が策定され、少
しずつではあるが具体的な成果を上げている
ことは評価し得る。
　第3次男女共同参画基本計画は、「社会のあ
らゆる分野において、2020年までに、指導的
地位に女性が占める割合が、少なくとも30％
程度となるよう期待する」という目標を掲げ
ている＊2。この目標は、2010年の第3次男女共
同参画基本計画で初めて示されたものではな
く、同様の趣旨は、2003年の男女共同参画推
進本部の決定として示されており、これを受
けて、2005年の第2次男女共同参画基本計画で
は、国の政策・方針決定過程への女性の参画
目標として掲げられ、2010年の第3次男女共同
参画基本計画において、「あらゆる分野」にま
で拡大したものである。いずれにしても、指
導的地位の女性割合30％という目標は、国連
では1995年までの目標とされたのであって、
それと比較すると、日本では20年以上遅れて
いると言わざるを得ないが、それでも日本で
の目標達成は容易ではない。
　ヨーロッパを中心に、各国では、様々な施
策・ポジティブ・アクション（積極的是正措
置）によって指導的地位への女性進出を後押
しした。ポジティブ・アクションのうち、特

に、いわゆるクオータ制（割当制）という施
策がこの問題を解決するのに有効であること
は知られている。クオータ制を簡単に言えば、
女性の一定の割当を優先的に行ったり、義務
化したりする制度であって、議員の当選数に
女性枠を設定したり、政党に一定割合の女性
候補を義務化したりする制度である。しかし、
日本ではほとんど採用されていない。女性割
合の数値目標を掲げても、何もポジティブ・
アクションを採用せず、社会の進展や年月の
経過による自然増に任せていては、目標達成
をあきらめて放置することと同じである。日
本の目標達成時点とされる2020年が近づく今、
基本法が理念として宣言した男女共同参画社
会の実現を、日本は真に希求しているのか、
達成できるのかが問われている。

当会における男女共同参画
基本計画策定の経緯等

第一次基本計画の策定
　当会では、1989年に「両性の平等に関する
委員会」が設置された。「両性の平等」という
委員会名も、当会が最初に採用したものであ
るが、今や日弁連をはじめ各弁護士会でも主
流である。私は1994年の弁護士登録以来、両
性の平等に関する委員会に所属しているが、
当委員会では、いち早くセクシュアル・ハラ
スメント問題等を取り上げ、活動していた。
さらに、判決等におけるジェンダー・バイア
スに着目し、判決例を検討して、1999年には
『司法におけるジェンダーバイアス』と題した
パンフレットを作成し、広く配布した。この
研究は、さらに司法過程にまで及び、『事例で
学ぶ　司法におけるジェンダー・バイアス』
（2003年、明石書店）の刊行につながった。
　ところで、判決や司法過程のジェンダー・
バイアスは大きな問題であるが、身近な弁護
士会を眺めると、会長・副会長等に就任する
女性は極めて少なく、男性偏重は大きな問題
の1つであった。その改善には何らかのポジテ
ィブ・アクションが必要であると考えられた。

＊2　内閣府男女共同参画局「第3次男女共同参画基本計画」2010.12.17
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両性の平等に関する委員会では、ポジティブ・
アクション問題に取り組み、男女の理事者経
験者からの聞き取りやアンケート等という実
態調査を行った。2001年度の久保利英明会長
は、この問題に注目し、ポジティブ・アクシ
ョン等に関する諮問を行い、両性の平等に関
する委員会の答申を受け、隔年、副会長の一
人を女性とする等のポジティブ・アクション
の必要性を宣言した。しかし、当時は当会の
具体的な制度とはならなかった＊3。
　制度は創設されなかったものの、このよう
な動きの中で、当会では、2004年度以降、必
ず理事者一人は女性を選任するとの慣例が確
立することになった。2005年度には、東京の
三弁護士会で初の女性会長、高木佳子会長が
誕生した。
　2001年度のポジティブ・アクションについ
ての宣言に関しては、会内では時期尚早とい
う声も多かった。しかし、2005年の第2次男女
共同参画社会基本法は、社会のあらゆる分野
で男女共同参画社会の形成に寄与することを
国民の義務としており、さらに、人権擁護、
社会正義の実現を使命とする弁護士にとって、
ジェンダー・バイアスを除去し、女性の権利
を守るということは大きな責務であって、弁
護士の団体である弁護士会には当然、男女共
同参画を推進すべき使命がある。そのような
観点から、両性の平等に関する委員会の委員
が中心となって、男女共同参画社会基本法の
趣旨を、当会にも及ぼすよう求めた。
　以上の経緯により、2006年度の飯田隆会長
のリーダーシップもあって、2007年1月、「第
二東京弁護士会における男女共同参画基本計
画」（以下「第一次基本計画」という。）が臨
時総会において決議された。
　第一次基本計画には、「理事者（会長・副会
長）に占める女性会員の割合を、今後5年をめ
どに概ね30％とする」等、数値目標を含むア
クションプランも掲げられたが、その達成の
ための具体的施策となるべきポジティブ・ア
クションはほとんど検討されなかった。基本
計画は5年をひと区切りとし、その分析・調

査、提言および啓発等を担当するプロジェク
トチームが発足した。
第二次基本計画の策定
　第一次基本計画の下、2007年3月には性別に
よる差別的取扱い等の禁止に関する規則等の
整備や当会会員に関わるセクシュアル・ハラ
スメントの相談窓口が設置され、また、女性
の会員に着目したパンフレットの作成・配布
等がなされた。しかし、アクションプランと
して打ち出された数値目標、とりわけ、理事
者に占める女性割合を30％とするという目標
は達成されず、毎年女性の副会長を一人選任
するのに苦労するという状況が続いた。
　第一次基本計画の5年の期限を迎え、2012年
1月、「第二東京弁護士会における男女共同参
画基本計画（第二次）」（以下「第二次基本計
画」という。）を臨時総会で決議した。
　第二次基本計画では、第一次基本計画の理
事者の女性割合30％という目標について、「現
状では、この数値目標の達成は困難な状況と
言わざるを得ない」と総括した。その上で、
第二次基本計画においても、「理事者（会長・
副会長）に占める女性会員の割合を、今後5年
以内に30％とする」という目標を設定した。
プロジェクトチームは本部制に発展し、会長
を本部長とし会長委嘱および関連委員会推薦
の本部員からなる男女共同参画推進二弁本部
が設置された。
　第二次基本計画は、「弁護士会活動を女性会
員にとって身近なものに」、「会の政策・方針
決定過程への女性会員の参加の推進」、「ワー
ク・ライフ・バランスのための制度の新設」、
「女性の業務分野拡大・開発」、「女性会員の業
務における差別の是正」という5つの目標を掲
げた。ワーク・ライフ・バランスのための新
制度であるメンター制、ベビーシッター利用
向上の方策、育児期間中の会費免除等の創設
は比較的速やかに進んだ。達成が困難と思わ
れたのは、会の政策・方針決定過程への女性
会員の参加の推進として掲げた理事者の女性
割合30％という目標の達成であった。その達
成のためには、ポジティブ・アクションとし

＊3　『魁としての第二東京弁護士会』「ジェンダー、ポジティブ・アクション問題」色川雅子（2006.3月）
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う要請するとともに、コンプライアンスの遵
守という観点も兼ねて、社外役員としてふさ
わしい人材を女性の弁護士に求めた。
　そこで、当会ではいち早く、第二次基本計
画の目標の1つである女性の業務分野拡大・開
発として、2014年12月、上場企業を対象とし
た女性社外役員候補者名簿を作成し、対象企
業に提供をする事業を始めた。そしてこれは、
東京弁護士会、第一東京弁護士会、大阪弁護
士会等大規模弁護士会にも広がった。
　名簿登載者には、コーポレート・ガバナン
スの視点を身につけてもらうため、日弁連のe
ラーニング講座等の受講を必須とし、その他、
弁護士登録5年を超えていること、倫理研修等
を履修していること、懲戒等の処分歴がない
こと（除外例あり）等を要件とした。男女共
同参画推進二弁本部は、毎年1回、女性会員に
対して候補者名簿への登載意思の有無を照会
し、名簿を更新する。社外役員として活躍し
ている女性の弁護士による講演等も行い、女
性会員に広く名簿登載を呼びかけている。こ
の事業は始まったばかりで、大きな成果を挙
げるというところまで進んでいないが、多く
の女性会員が、社外役員として活躍すること
によって、さらに女性会員の活躍する分野が
拡大、発展することが期待される。 

はじめに

　2015年4月、第二東京弁護士会（以下、「当
会」という）において、副会長6名のうち、女
性の会員2名が副会長に就任した。この数字は
理事者7名の約30パーセントを占め、政府の求
める男女共同参画推進目標に沿うものであり、

てのクオータ制の採用が最も有効な施策であ
ることは明らかであったが、当初、会内の反
発は強かった。

女性社外役員候補者名簿の
提供事業開始に向けた取組

　民間企業の分野において、女性役員比率が
高い企業は高い業績を挙げているという報告
がある。企業内のダイバーシティ（多様性）
の推進が、企業を活性化し収益をもたらし、
ダイバーシティの第一歩は女性の参画からと
いうのは世界の共通認識である＊4。しかしな
がら、日本の企業における女性役員の比率は
極めて低い。そもそも、民間企業の課長相当
職に占める女性の割合を2015年に10％程度と
するというのが日本の目標であるが、内閣府
男女共同参画局の調査によれば、2014年時点
でようやく8.3％となった＊5。就業者に占める
女性従業員の割合が40％を超えている現状と
比較すると、民間企業内での女性の地位は一
般に低く、国際的見地からもアンバランスで
ある＊6。そのような現状において、女性従業
員から役員にふさわしい者を企業内で発掘す
るのは難しい。内閣府男女共同参画局では、
上場企業に対し女性の役員就任を推進するよ

＊4　『NIBEN Frontier』2014年7月号、8・9月合併号「経営戦略としてのダイバーシティと女性の活躍推進」
＊5　「平成27年版　男女共同参画白書」内閣府
＊6　内閣府男女共同参画局ホームページ　http://www.gender.go.jp

山田 秀雄 （36期）
●Hideo Yamada
当会会員

〈略歴〉
2014年度　 当会会長、

日本弁護士連合会副会長
2012年度　 当会男女共同参画推進本部

本部長代行

ダイバーシティー（多様性）元年を迎えて
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選挙こそ行われなかったものの、昨年度に成
立したクオータ制（ここでいうクオータ制と
は、当会の副会長6名のうち2名について、選
挙の際に女性の優先的権利を与える制度であ
る）を背景に実現した成果であることは言う
までもない。クオータ制の実現が、男女共同
参画推進のためのポジティブアクション（積
極的是正措置）の強力な手段であり、その劇
的効果から、当然、多くの会員の反対と越え
るべきハードルがあることは覚悟していたが、
2014年度の理事者が中心となり、1年間の健
闘の末、この成果をあげたことに、会長を務
めた立場として、ある感慨を禁じ得ない。昨
年はクオータ制に止まらず、女性会員が働き
やすいワークライフバランスや、様々な制度
を構築している当会所属の事務所を表彰する
ファミリーフレンドリーアワードを創設した。
さらに、昨今、社会で積極的に導入されてい
る女性の社外役員候補者の名簿作成等を、全
国で他会に先駆けて着手した。これらは男女
共同参画を実現し、女性の地位や権利の向上
に資するだけではなく、ダイバーシティ（多
様性）の理念に合致するものである。多様な
立場からの意見を反映させ、変化していくこ
とが企業等の組織に求められるようになって
久しいが、国内最大の人権NGO団体である弁
護士会においても、その要請は例外ではない。
その意味でこれらの取組を構築した上で、実
践に移す本年度は、ダイバーシティー元年と
言ってよいのではないか。
　本稿では、昨年度の理事者の取組を中心に、
その過程で逢着した問題等を私の個人的感想
を交えつつ著してみたい。

理事者の決意

　クオータ制の提唱は、実は当会の男女共同
参画実現本部で2013年から行われていた。同
年度の理事者は、クオータ制について各委員
会に諮問を試みた。諮問の結果は賛否両論で
あった。当時の理事者の意見も同様に、賛否
が分かれていたようである。このような状況

を踏まえて、2014年度の理事者の方針を協議
した。私自身の会務執行方針として、女性会
員の会務参画増進は重要なポイントであった
ので、多少、ハードルが高くとも、何とかク
オータ制を実現したいという気持ちがあった。
女性会員が積極的に会務に参加し、しかも副
会長というリーダーシップを発揮できる地位
に複数つくということは、女性の地位向上に
資するのみならず、多様な意見を会務に反映
させるダイバーシティーの理念にも合致する。
幸い、担当副会長をはじめ、理事者会員がこ
の方針に賛同してくれた。クオータ制の実現
に向けて、不退転の決意で理事者が一丸とな
ってスタートラインに立ったのである。

様々な障害

　クオータ（割り当ての意）制は、元々、言
葉自体に親近感が乏しい上、会内民主主義の
根幹である選挙制度にかかわることで、女性
候補者に、いわば、一種の下駄を履かせる制
度と受けとめられる可能性があるため、様々
な反論がなされた。例えば、時期尚早（女性
会員が自然に増加すれば理事者になる女性も
増える）、インフラ整備が先である（女性会員
が会務に参加しやすい環境整備をすることを
優先すべき）、女性会員に逆に重い負担を課す
（一人の副会長を選ぶのに苦労している現状
で、二人枠にしたら、実現しなかったときの
マイナス効果大）、何よりも選挙における平等
性に抵触する（副会長を希望する男性会員に
対して、一種の逆差別になる）等々。クオー
タ制について、問題提起がなされた過去数年
の会員昼食会、各派懇談会、委員長会議等の
各種会員集会で、多くの反論がなされた。実
は、私自身が、男女共同参画推進本部本部長
代行を務めた3年前は、クオータ制の実現は困
難であると、半ば諦めにも似た心境だったの
である。

特集：二弁の男女共同参画 ～その達成状況と今後の課題～

NIBEN Frontier●2015年10月号 25

D11433_20-33.indd   25 15/09/08   15:52



新しい風

　ところが、3年の間に少しずつ風向きが変わ
ってきた。安倍政権は「女性の輝く社会」を創
るため、様々な数値目標を設定した。取締役
に女性を選任することをはじめ、指導的立場
での女性の割合を向上させる施策が講じられ、
少しずつ社会全体が動きだしたのである。
　当会もこの大きな波に乗り、しかも非常に
パワフルで能力の高い担当副会長と男女共同
参画推進本部本部長代行（いずれも女性会
員）が、真剣にクオータ制の実現に取り組ん
だ。勿論、それをサポートする推進本部のフ
ォローも強力であった。その手法は全ての反
論を逐一分析し、再反論を構築、さらに各種
会員集会に出席し、クオータ制の理解を求め、
反対論者に対しては議論を重ね、啓発に努め、
地道かつ粘り強い活動を継続した。私自身は、
こうした啓発活動と併行して行われていた歴
代会長会、女性理事者経験者の会、常議員会
における頭出しの問題提起等の集まりの中で、
クオータ制に関する議論の空気が、少しずつ
変わってきたことを肌で感じていた。その空
気の中味を一言で説明すれば、「そこまで本気
ならやってみたら」あるいは「やってみなは
れ」という感じである。私は、クオータ制の
実現をほぼ確信しはじめた。

オールドボーイズネットワーク

　巨大企業IBMで初の女性取締役を経験した
内永ゆか子氏によれば、取締役就任をはじめ、
女性の権利伸張の大きな障壁となっているも
のに、いわば、オールドボーイズネットワー
クというべきものがあると、指摘されていた。
その意味するところは、総論部分では、男女
平等を唱えながら、各論部分になると、時期
尚早、インフラ整備が先などの議論を展開し、
本音部分では女性が社会進出することや、高
い地位につくことを歓迎しない、保守的な比
較的高年齢の男性群を指すもののようである。

内永氏の講演で、この話をうかがった時、弁
護士会でもこの傾向があるのだろうかと不安
になった。しかし、私自身が私的な場で折に
ふれ、多くの男性会員とクオータ制の話をし
た時の印象では、本音の部分でも、女性の活
躍を望まない会員は皆無であった。有為な女
性が積極的に会務に参加してくれることは歓
迎するが、本当にできるのか心配であるとい
うのが、多くの男性会員の率直な意見のよう
に思われた。
　私の受けとめ方が、楽天的なせいもあるが、
流石にリベラルな弁護士の集まり、しかも、
進取の気風に溢れる二弁の男性会員は、オー
ルドボーイズネットワークとは無縁なのだと
感心したものである。事実、推進本部におい
ても3名の男性会員が積極的に活躍してくれ
た。私は密かにこの三人の男性推進派を「三
匹のおっさん」（当時、人気があった同名のテ
レビ番組の正義感溢れる三人の男性主人公に
なぞらえた）と呼び、彼らの応援を力強い支
えにしていた。実際、私自身の経験に照らし
ても、セクハラをはじめ、ジェンダーギャッ
プに関連する問題は、女性のみで運動してい
ても大きな流れが創りにくい。男性や企業が
自分たちの問題として動きだすと、流れが変
わることが多いのである。

理論的裏付け（クリティカルマス
等）とメディアの関心

　理事者の啓発活動に理論的な裏付けをして
くれたのは、常議員会直前に開かれた林陽子
会員（今般、国連で日本人として初めて女性
差別撤廃委員会の委員長となった。この慶事
もダイバーシティ元年にふさわしい快挙であ
る）の講演であった。なぜ、指導的立場に30
パーセントの女性が必要なのか、社会的に発
言権を持つには10 ～ 20パーセントでは足りな
いことをクリティカルマスという言葉で、説
得力を持って解説していただき得心した（昨
今、社外取締役について複数選任が求められ
ていることも、発言権や少数派ながら、一定
の勢力を維持するための最低限の比率確保と
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いう意味で、同趣旨なのだろう）。林会員の講
演でもう1つ印象に残っているのは、女性のた
めのインフラ整備が先であると主張する人で、
インフラ整備のための努力をしている人は見
たことがないという話であった。痛烈な皮肉
である。林会員の講演を聴いて、クオータ制
に賛成することになった人も多かったのでは
ないだろうか。メディアの力も侮れない。 全
国の弁護士会で初めてクオータ制を取り入れ
たということで、NHKが当会の取材に来られ
た。当会紹介も兼ねつつ、総会前の日曜の昼
のニュースで全国放送された。「魁の二弁」の
面目躍如であり、日弁連の中でも話題を呼ん
だ。

圧倒的多数で総会議決

　様々な障害を乗り越え、平成26年10月、ク
オータ制は圧倒的多数で議決された。理事者
を含めサポーターたちと祝杯をあげた。6名の
副会長のうち、2名が女性であることは、極め
て「普通」なことであり、組織としてのバラ
ンス上も美しいと思う。クオータ制は時限立
法である。5年が経過して、自然に2名以上の
女性副会長が輩出され、クオータ制が廃止さ
れることが、一番望ましい。そのためには、
本気でインフラ整備をする必要があることは
いうまでもない。

ファミリーフレンドリーアワードと
女性社外取締役名簿の作成

　当会は、女性のためのワークライフバラン
スや会務参加向上のためのインフラ整備に取
り組んできた。例えば、セクハラ禁止規定の
策定や相談窓口の設置、産休中、育児期間中
の会費免除制度、女性専用室の設置etc.、い
ずれも全国の単位会のフロントランナーとし
て先導してきた自負はあるのだが、弁護士会
だけでなく、個々の事務所がこの目標のため
に努力をする必要がある。そこで女性会員の
ワークライフバランスに積極的に取り組む事

務所を表彰する制度を考えた。これも私自身、
数年来実現したかったことの1つで、内心の思
いとしては、東京弁護士会の人権大賞を多少
意識していた。当会らしいものはないかと考
え、たどり着いたのが、この制度であった。
今年度は、100名規模のユニークな活動をして
いる外国法事務弁護士の事務所が対象となっ
た。多くの会員にその中味を参考にしていた
だき、当会の事務所によき影響を与えるシナ
ジー効果を期待している。大規模事務所だけ
でなく、中小の事務所でも、創意と工夫を凝
らしている点があれば、今後、注目していき
たい。
　社外取締役に女性が求められ、その候補と
して弁護士が対象となることは望ましい。そ
のための名簿を作成することには反対する理
由がない。男性の名簿もという声はあったが、
ダイバーシティーの理念としては、まず、女
性であろう。私の個人的意見としては、社外
取締役として適切な報酬を得て、社会的発言
力を高め、その上で弁護士会の会務をはじめ、
公益的活動をやっていただきたいという底意
もあった。

おわりに

　このように昨年度の執行部が、「女性の輝く
弁護士会」を実現するため、少なからず努力
してきたことはご理解いただけたと思う。こ
のほかにも、理事者が夜の会合や弁連行事、
委員会出席等について、必要不可欠な範囲で
出席すればよいという運用面での工夫（とは
いえ、理事者全員が大半の行事に参加されて
いたが）を行って、女性副会長、若手で仕事
が忙しい副会長の負担を軽減してきた。実現
できなかったことの1つとして、法律の壁で断
念した保育施設の新設を、少々、心残りでは
あったが、今後の課題と考えたい。このよう
に私自身はダイバーシティ元年を迎えた今、
ささやかながら相応の満足感は感じている。
最後に、支えていただいた多くの皆様に、紙
面を借りて心よりお礼を申し上げたい。 

特集：二弁の男女共同参画 ～その達成状況と今後の課題～
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これまでに実現した
アクションプラン（第二次）の内容

　昨年（2014年）10月29日の臨時総会におい
て圧倒的多数で可決され、同年12月10日から
施行された女性副会長優先枠制（クオータ制）
は、2012年（平成24年）1月12日の臨時総会で
決議された「第二東京弁護士会における男女
共同参画基本計画（以下「第二次アクション
プラン」という）」の内容の1つの実現である。
第二次アクションプランは2017年（平成29年）
までの実現目標であるが、そこには大きく分
けて6項目の目標および5年間の行動計画が掲
げられている。ちょうど5年間の折り返し地点
を過ぎた今日において、それらの目標がどこ
まで達成できているかについて確認すること
により、今後の取組について考えてみたい。

委員会活動と女性会員1

　まず第二次アクションプランでは、各委員
会の委員と幹事に占める女性会員の割合を
20％以上にし、一部委員会を除く委員会の正
副委員長のうち1名以上を女性会員とするとの
目標が設定されている。委員会の委員数に占
める女性会員の数については統計数字がない
が、2014年（平成26年）の年度初めで見ると、
女性会員の割合は20.74％で2012年度から0.2％
の伸びであるのに対し、各委員会委員長の女
性割合は7.14％から8.33％と1.09％伸びてい

る。ところが副委員長については28.22％から
24.72％とマイナス3.5％の伸びとなっている。
これらは各委員会での正副委員長の選任にお
いて一定の女性会員登用の配慮がなされてい
ることはうかがわれるが、未だ目標値の周知
徹底が不十分であることを物語るものと言え
るものである。
　ほかには女性会員と理事者の意見交換の機
会を毎年1回以上設けるという目標が設定され
ているが、この点については毎年9月前後に意
見交換会が開催されており、既に定着してき
ているものと考えられる。さらに、2014年か
らは、女性副会長経験者と理事者との意見交
換会が開催され、今後、女性副会長経験者な
らではの意見等が、弁護士会活動への女性会
員のさらなる参加に向けた環境整備に役立つ
ものと期待される。

政策・方針決定過程への参加と女性会員2

　次に第二次アクションプランでは、会長・
副会長に占める女性会員の割合を30％とする
こと、各委員会委員長と常議員に占める女性
会員の割合を25％、各委員会の副委員長につ
いては30％以上とし、これを継続することが、
それぞれ目標として設定されている。この点、
前述した女性副会長優先枠制（クオータ制）
が採用されたことにより、理事者については
女性会員の割合が約30％となったことは大き
な前進である。しかしながら、各委員会の正
副委員長と常議員に占める女性会員の割合に
ついては制度的に確保がなされる体制ではな
いため偶然性が高く、また女性副会長優先枠
制についても必ず女性会員が2名理事者として
確保できる保証もない。弁護士会活動に対し
てより多くの女性会員が継続的に参加できる
環境整備が急務である。

小林 哲也 （43期）
●Tetsuya Kobayashi
男女共同参画推進二弁本部 本部長代行

〈略歴〉
2004年度　当会副会長
2007年度　日弁連研修センター委員長（2期）
2010年度　当会改革総合対策PT座長（4期）
2012年度　日弁連常務理事
2014年度　 日弁連若手弁護士サポートセンター

委員長（現任）

これまでに実現したアクションプランの影響、
今後の取組
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ワーク・ライフ・バランスのための制度構築3

　第二次アクションプランでは、①メンター
制度やキャリアカウンセリング制度の導入、
②キャリアプランやロールモデルの検討やセ
ミナー等の開催による意識改革、③弁護士会
におけるIT化や業務におけるIT化促進の支援、
④ベビーシッター利用の向上を図る方策の検
討、⑤休業後復帰の研修制度の設置の検討、
⑥育児期間や出産前後の会費免除と公益活動
義務免除や研修補助制度の広報活動による周
知徹底、が目標として設定されている。これ
らのうち、①については、2013年度からメン
ター制度が創設され、年3回程度のメンターと
メンター利用者の昼食会が継続して開催され
ている。また②については、ワーク・ライフ・
バランス講演会等の企画が実施予定である。
③については、IT化におけるセキュリティ問
題についての工夫を現在検討中である。④、
⑤、⑥については、制度構築未了あるいは制
度はあっても年間利用者が数名程度であるも
のがあるなど、今後さらなる利用に向けての
検討が必要と考えられる。

女性会員の業務分野の拡大・開発4

　第二次アクションプランでは、当会から外
部に推薦する委員・講師に占める女性割合を
25％にすること、公的機関と女性会員活用の
意見交換会を積極的に開催すること、企業家
団体等とのイベントを開催することが目標と
されている。外部推薦会員に占める女性会員
の割合は、弁護士推薦委員会からの推薦数は
2012年度が4.76％であったのに対し2014年度
は17.39％、外部組織の委員としての推薦数は、
2012年度が17.36％であったのに対し、2014年
度は20.62％と年度によるばらつきはあるもの
の着実に増加している。女性会員の業務分野
の拡大という意味では、2014年9月から女性社
外役員候補者名簿の作成に着手し、同名簿の
閲覧を希望する上場企業に提供するという事
業が開始された。社外役員選考時期に遅れて
の提供開始であったにもかかわらず、初年度

から4社への提供を行っている。

女性会員の業務における差別是正5

　第二次アクションプランでは、「性別による
差別的取扱い等の禁止に関する規則」が定め
る苦情申立制度の運用改善と、ワーク・ライ
フ・バランス優良事務所である「ファミリー・
フレンドリー事務所」の表彰制度の新設や先
駆的取組の紹介等の実施が目標として設定さ
れている。この点、2014年度からファミリー・
フレンドリー・アワードとして、効果的・先
駆的なワーク・ライフ・バランス推進策を実
施している法律事務所を表彰する制度を創設
し、第1回の表彰が行われた。同アワードは、
二弁フロンティアの記事だけでなく、今後、
当会ホームページでの紹介も検討されている。

男女共同参画推進本部の設置6

　第二次アクションプランでは、会長を本部
長とする男女共同参画推進本部の立ち上げが
謳われ、2012年4月1日に同本部が設置された。
現在、同本部においては、①ポジティブアク
ション検討部会、②ワーク・ライフ・バラン
ス検討部会、③女性弁護士活動領域拡大部会、
④イベント部会、の4つの部会に分かれ、第二
次アクションプランの諸目標を実行すべく活
動している。

第二次アクションプランのうち
未達成の課題および今後の取組

数値目標の実現に向けて1

　第二次アクションプランにおける様々な数
値目標は、女性副会長優先枠制が採用された
とはいえ、まだまだその達成は厳しいものが
ある。特に司法試験の合格者における女性割
合がなかなか25％を超えないため、目標値に
比して母数が飛躍的な伸びを示していないと
いう構造的問題が存在する。しかし、それで
も30％という目標を多くの事柄で設定してい

特集：二弁の男女共同参画 ～その達成状況と今後の課題～
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るのは、クリティカルマス（Critical Mass）
という考え方に基づくものである。クリティ
カルマスとは量が積み重なって質的な変化を
起こす臨界点のことを言うが、男女共同参画
に即して言えば、女性の人数が増えることに
よって変革が加速度的に進む割合を指すこと
になる。そのクリティカルマスが30％なので
ある。
　様々な数値目標を残り2年半で達成するため
には、女性副会長優先枠制のようなクオータ
制や、男女の能力資質が同等の場合に女性を
優先するプラスファクター方式、女性の参画
の拡大を図るための基盤整備を推進する方式
等、様々なポジティブアクションの手法はあ
るが、それらを全て併用して目標達成に全力
を尽くさなくてはならない。最も重要なこと
は、女性会員の弁護士会活動に対する積極的
参加は、多様な意見の反映、能力の活用の観
点から望ましいことであり、強く推し進める
べきであるという意識を全会を挙げて共有す
ることである。そのような意識の醸成の中か
ら、女性会員の会務参加の障害となっている
ものは何かを拾い上げ、ひとつひとつ除去し
ていくのが、今後の取組の基本となるものと
考える。

仕事と生活の調和に向けて2

　男女を問わずワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）は極めて重要である。仕
事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の
時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個
人の時間を持てる健康で豊かな生活ができる
ことが望ましい。そのために当会の支援策と
して、産休期間および育児期間の一般会費免
除制度、メンター制度、子育て中の会員の研
修参加のためのベビーシッター費用等補助制
度が構築され、既に運用がされている。しか
し、会費免除制度以外の制度の利用率は低率
に留まり所期の目的が達成できているとは言
えない状況が続いている。また、育児期間中
でも弁護士会の会議に対して事務所や自宅か
らの参加を可能とする電話会議やスカイプ会

議、自宅にいながら執務を可能とするITによ
る在宅勤務システムへの援助など、未だ手付
かずの課題も存在する。弁護士会活動への参
加の環境整備はまだまだ途上であると言える。
　ワーク・ライフ・バランスがとれた中で、
会務参加の余裕と意欲が生まれていくことを
考えれば、個々の弁護士の生活のあり方のみ
ならず、当会の会務活動の発展や、弁護士お
よび弁護士会の社会的使命を果たす上でも、
ワーク・ライフ・バランスの重要性は理解で
きるものと考えられる。その意味でも、ワー
ク・ライフ・バランスのための環境整備や既
に構築済みの制度の広報活動をさらに行い、
周知を図る必要がある。

政府の第4次男女共同基本計画策定に
あたっての基本的な考え方（素案）について

　本年（2015年）7月29日、政府の第4次男女
共同基本計画策定にあたっての基本的な考え
方（素案）が公表されパブリックコメントに
付された。同素案は、「第1部　基本的な方針」
と「第2部　政策編」に分かれ、第2部では
「あらゆる分野における女性の活躍」、「安全・
安心な暮らしの実現」、「男女共同参画社会の
実現に向けた基盤の整備」、の3つの政策領域
に分類し、各政策領域毎に12の重点分野が挙
げられている。そして、それぞれの分野にお
いて、2025年度末までの「目標」と2020年度
末までを見通した「施策の基本的方向と具体
的な取組」についての記載がなされている。
　そして、司法分野の基本的方向として「法
曹となり得る人材プールを拡大すべく、法曹
養成課程において女性法曹の養成に向けた
取組を進める」として、特に弁護士について
は「継続就業に配慮する取組」が要請されて
いる。また「指導的地位に女性が占める割合
を30％とする」ことのさらなる推進のために、
具体的な取組としては、「①様々な働き方やキ
ャリア形成に応じたロールモデルの発掘、活
躍事例の提供、女性が働き続けていく上での
悩みや心配事について相談に乗り、助言する
メンター制度の導入を促す。②継続就業のた
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めの環境整備に配慮する取組を進め、ワーク・
ライフ・バランスの実現に向けた取組を着実
に進めるよう要請を行う。③弁護士会の内部
での意思決定過程に参画できるよう、女性の
登用を推進するためのクオータ制を含めたポ
ジティブ・アクションを検討するよう働きか
ける。」とされている。
　その他においても、「男女共同参画に関する
男性の理解の促進」や「ポジティブ・アクシ
ョンの推進等による男女間格差の是正」、「男
性の子育て・介護等への参画の促進」等々、
当会の今後策定されるであろう2018年以降の
第三次アクションプランに盛り込まれるべき
課題は種々あるが、司法分野の中の「弁護士」
の項目で挙げられている具体的取組は、当会
の第二次アクションプランの中で着々と実現

に移されているものである。しかし、これを
「実現済み」で片付けるのではなく、持続可能
なものとして取組を継続していくことが重要
であると考える。また、現在（2015年7月末）、
国会審議中の「女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律案（女性活躍推進法）」に
おいては各企業における女性登用の数値目標
を定めるように要請していることから、当会
としての活動のみならず、当会会員のそれぞ
れが、事業主に対し、男女共同参画の必要性
の理解を助け、また各企業の数値目標の設定
に協力する等の活動も期待されている。男女
共同参画の取組は、当会のみで完結すればよ
しとするものではなく、当会および当会会員
が社会のあらゆる場面で先導して実現してい
くべきものと考える。 

特集：二弁の男女共同参画 ～その達成状況と今後の課題～
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