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男女共同参画
第4次計画について

当会は、2022年1月12日の臨時総会において、
第4次第二東京弁護士会男女共同参画基本計画（以
下、「第4次計画」という）を策定した。当会ホー
ムページ※1にその全文が掲載されているのでぜひ
お読みいただきたいが、本稿では、その特徴的な
点を紹介する。

「パリテ」を目指して1

第4次計画の大きな特徴は、最終的な目標とし
て「パリテ」（フランス語で同等、同一。意思決
定の場での男女同数の意）を掲げたことである。
社会全体での女性割合が半数である以上、司法へ
の信頼を保つためにも男女同数を目指すことが相
当である。

当会は、全国に先駆けて副会長についてクオー
タ制を導入し、理事者、常議員会や正副委員長に
占める女性割合についても数値目標を設けて、会
の政策・方針決定過程への女性の参加の推進をは
かってきた。

これに加え、会長についても、「少なくとも5年
に一度の割合にて女性会長の実現が望まれる」と
いう努力目標を設けたことに第4次計画の特徴が
ある。現在の菅沼友子会長は、当会3人目の女性
会長であるが、今後も女性会長を定期的に輩出で
きるよう努める必要がある。

しかし、パリテを目指すにあたってのハードル
はまだ多く、相互に関係している。第4次計画に

おいては、これらのハードルを一つずつクリアす
るための方針と具体的計画を定めている。以下、
いくつかをピックアップして紹介する。

女性会員割合増加に向けた取組み2

（1）弁護士の女性割合について
上記❶のとおり、第4次計画は引き続き、理事

者や常議員等における女性割合に関して数値目標
を設けている。これらの数値目標は、いずれも当
会会員全体における女性割合（2021年2月末日時
点で21.57%）を超えている。司法修習修了者で
弁護士を選んだ者の女性比率も、毎年20%前後で
推移している（2020年登録の73期は少し増えて
25.1%）。

パリテを目指すためにも女性会員の割合の増加
は必須の前提であり、弁護士会としては弁護士を
目指す女性を増やすことに積極的に取り組みたい。

第4次計画では、キャリア教育にジェンダー平
等の内容を加えることや、身近なロールモデルを
会の内外に紹介すること等を盛り込んだ。弁護士
志望の女性を増やすことに寄与し、その障害とな
るアンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）を
克服するための取組みである。

（2）女性の負担増の懸念と会務の効率化
第4次計画について関係委員会等に意見照会を

行った際、最も多かった意見が、会務を担う女性
の負担が増えることにならないよう配慮された
い、というものであった。弁護士会の会務、とり
わけ委員会活動は原則として無償であり、単に女
性が会務を行うことを推進するだけでは、女性の
負担増を意味する。

第4次計画でも引き続きワーク・ライフ・バラ

※1.  https://niben.jp/news/news_pdf/opinion20220128.pdf

男女共同参画推進二弁本部

第4次男女共同参画
基本計画についてⅠ

〈 執 筆 者 〉　 藤井 麻莉　Mari Fujii　59期 
(男女共同参画二弁本部本部長代行、元副会長)　
早田 由布子　Yufuko Hayata　63期 
(男女共同参画二弁本部委員)
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ンス推進施策や、ITを活用した会務効率化のさら
なる推進を掲げ、既に今年度から、常議員会でも
オンライン出席が定足数に入ることとなった※2。
また、当会が進めてきた方策の成果の一つとして、
未就学児の育児を行いながら理事者に就任した女
性会員が複数存在することをご紹介したい。しか
し、育児しながらの会務や弁護士業務は、会員自
身の大きな負担のもとに成り立ってきた事実があ
る。自助努力のみに頼っていては到底パリテなど
実現しないのであり、会を挙げての体制構築が必
要である。

（3）就業条件モデル案の作成
弁護士の働き方としては個人事業主が多い。そ

のため労働基準法や男女雇用機会均等法、育児介
護休業法等の法的保護が及ばず、産休育休に対す
る経済的な保障はない。このことが、とりわけ女
性弁護士にとってワーク・ライフ・バランスの大
きな妨げとなっている※3。

この状況を改善する一方策として、第4次計画
では、就業条件モデル案を作成し、会員に提供す
ることを策定した。その具体的な内容は検討中で
あるが、全ての会員のライフイベントに配慮した
環境整備を行い条件を明示することが、ひいては
女性会員の働きやすさに寄与すると考える。公表
された暁には、各事務所においてぜひ参考にして
いただきたい。

格差・差別の是正3

女性にとって働きやすさの大きな妨げの一つ
が、セクシャル・ハラスメントやマタニティハラ
スメントである。セクシャル・ハラスメントの根
底にはジェンダー差別が存在しており、女性差別
だけでなくあらゆるジェンダー差別、格差を解消
することが必要である。第3次計画ではLGBT等
性的少数者への配慮を掲げ、禁止されるセクシャ
ル・ハラスメントの対象に性的指向又は性自認に
基づく差別が含まれることを明確化する規程の改

正が実現した。第4次計画では、ジェンダー平等
を推進するためのさらなる規程整備や啓もうのほ
か、全ての会員の働きやすさの妨げとなるパワー
ハラスメントについても、当会として禁止規程を
策定する等の方針を定めている。

男性会員の意識改革4 　

男女共同参画は女性に関する問題であると思わ
れがちであるが、その実、男性の問題でもある。
女性が男性並みに働くことが男女平等とされたの
は過去のことであり、これによる”男女平等”には
限界があることが既に明らかとなっている。男女
共同参画にかかる施策実現のためには、男性会員
の働き方・意識を改革することが必要であり、こ
れに向けた検討を重ねる。

まとめ5

当会が全国に先駆けて男女共同参画基本計画を
策定してから15年が経過し、政府の「202030目標」
が頓挫する中で、具体的な課題も明らかとなって
きた。これらの課題に対応し、さらに男女共同参
画を進めるために、今回の第4次計画が策定され
た。当会としての男女共同参画推進のために、会
員各位には引き続き、理解と協力をお願いしたい。

当会のこれまでの取組み
についてⅡ

〈 執 筆 者 〉　 佐藤 郁美　Ikumi Sato　42期 
(男女共同参画二弁本部副本部長、元副会長)　

当会は日弁連及び他会に先駆けて2006年度に
「第二東京弁護士会における男女共同参画基本計
画」（第1次計画）を策定し、2011年度に第2次計
画、2016年度には第3次計画、そして、2021年
度には第4次計画の策定を行った。各計画は今後5
年間における重点目標を取り上げ、それを達成す
るために採るべき施策を掲げるものである。こ 

※2.  コロナ禍を契機に委員会はオンライン開催が中心になり、筆者も我が子が発熱したときも委員会に出席できている。会務の効率化を進めることによって、会務そ
のものの負担を軽減し、会務と家庭の両立をはかる必要がある。

※3.  産休育休等にどのように対応するか（しないか）は、各事務所経営者の方針によるところが大きい。所属事務所に体制がないため、出産した女性弁護士がや
むなく廃業せざるを得ないという残念な事例も後を絶たない。このような個人事業主特有の働きにくさは、企業内弁護士における女性比率の高さ（２０２２年６月
時点で41.6％（日本組織内弁護士協会 https://jila.jp/wp/wp-content/themes/jila/pdf/analysis.pdf）にも表れている。



40 NIBEN Frontier   2023年1・2月合併号

のうち第2次計画については『NIBEN Frontier』
2015年10月号※4にて既に詳細に記載があるため、
こちらをご参照いただくこととし、本稿では第2
次計画実施以降についての当会の動きについて簡
単に概説する。

クオータ制（第2次計画）のその後1

2015年4月、当会において副会長6名のうち女
性の会員2名が就任した。以降、現在に至るまで
毎年度2名の女性副会長を輩出し続けることがで
きている。これに並行して、当会内全般において、
クオータ制にかかる理念に対する理解の浸透も見
受けられてきた。

今後の課題は、副会長に意欲ある女性会員を発
掘することである。組織運営の経験は社外役員等
に就任する際の知見となり得るものであり、また、
様々な分野の経営側により多くの女性が参画する
ことで社会的に認知されていくという効果も生じ
ることから、自身の業務の幅を広げるためにも、
多くの女性会員に副会長職を経験していただき、
ほかの分野へその経験を活かしていってもらいた
いと思う。

職場環境のIT化（第3次計画）2

第3次計画の重点施策は職場環境のIT化であっ
た。すなわち、ワーク・ライフ・バランスのため
には弁護士業務の効率化は必須であり、このため
にIT化が武器になると考えたのである。そして、
IT化を会員各人の職場環境に進めるためには、ま
ず会内におけるIT化を進めようと委員会等をIT
化することを試みた。が、これもなかなか難航し
た。2017年度には当会の委員会にスカイプ等を
利用してのリモート参加の実現まで到達できた
が、そのほかは対面重視あるいはIT技術への不信
等の理由により活動は停滞していた。

しかしながら、期せずして、昨今のコロナ禍で
職場環境のIT化が急激に進んだ。また、IT自体の
進歩もあり、IT利用による業務の効率化への理解
も十分に浸透してきたところである。今後の課題

は、弁護士業務を効率化することの重要性を会内
においてアピール、普及していくことではないか
と思っている。

パリテ（第4次計画策定まで）3

第4次計画では「パリテ」の実現を目標とするこ
とを掲げた。人権擁護という弁護士の使命を果たす
ためには、全弁護士中、女性弁護士が半分を占め
るようになることが好ましい。女性弁護士が半分を
占めるようになれば、人為的な介入なくしても当会
の役職の半分を女性の弁護士が占めることとなろ
う。このため、女性の弁護士の増加が重要であるが、
早急に達成することは困難であるため、現時点でで
きることとして、当会の女性の会長を定期的に出し
ていくことを目標とすることとした。併せて、より
多くの女性が弁護士に魅力を感じられるように、働
きやすい職場環境整備のための支援等も必要と考
えている。

今後の男女共同参画4

当委員会は、誰にとっても働きやすい弁護士業
界となるための第一歩として男女共同参画にかか
る施策を積極的に策定し実行している。会員の皆
様の引き続きの積極的な協力と支援をお願いいた
したい。

Ⅲ
シンポジウム「クオータ、さらに�
パリテへのみち」について

（2022年4月27日開催）※5

〈 執 筆 者 〉　 曽我 紀厚　Noriatsu Soga　54期 
(男女共同参画二弁本部委員、前副会長)　

今回のシンポジウムでは、Ⅰ、Ⅱで挙げた事項
の説明や2021年度ファミリー・フレンドリー・
アワード受賞事務所であるアンダーソン・毛利・
友常法律事務所及び西村あさひ法律事務所の取組
み（『NIBEN Frontier』2022年6月号参照）を紹
介するパネルディスカッションに加え、事前に収
録したビデオメッセージをドキュメンタリー調に
編集することにより、限られた時間で多くの情報

※4. 「二弁の男女共同参画〜その達成状況と今後の課題〜」https://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201510/2015_NO10_21.pdf
※5. 詳細は二弁HPに掲載　https://niben.jp/news/report/2022/202207063349.html
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発信や問題提起をする試みを実施した。各メッセ
ンジャーと主なメッセージは以下のとおりである

（以下敬称略）。

クオータ制導入に至る過程とパリテ1

（1）山田秀雄（元会長）
法曹界はほかの業界と比較してもオールド・

ボーイズ・ネットワークの色合いが強かった。男
女共同参画推進のためには、男性会員の支援者も
重要である。「やってみなはれ」という気持ちで
女性会員の活躍を後押しする雰囲気が大事であ
る。
（2）金塚彩乃（国際委員会副委員長）

フランスでは女性の政治参画が遅く、現在の日
本と同様であった。女性議員比率を上げるために
憲法改正をしてパリテを導入し、男女同数の候補
者擁立を義務付けた。その後政治以外にもパリテ
が拡大した。パリ弁護士会において女性会長が増
えたのも最近のことである。

女性弁護士増加後の課題2

（1）洪邦桓（台北弁護士会）
台湾では男性よりも女性法曹志願者が多いが、

福利厚生が充実したインハウスや大手事務所勤務
が多い。
（2）金塚彩乃

フランスの大学の法学部は女性の方が多いが、
女性弁護士の収入が男性の半分という現状もある。
（3）菊間千乃（法曹養成・法科大学院委員会副委員長）

女性活躍の裾野を広げるためには、女性だから、
ではなく、弁護士として信頼を得ることの積み重
ねが今後も重要である。

（4）林陽子（元国連女子差別撤廃委員会委員長）
今年度は日弁連副会長15名のうち6名が女性。

職業における平等は憲法上の権利という観点のみ
ではなく、司法へのアクセス障害をなくす、法政
策提言を含めた、弁護士会の重要な意思決定過程
に女性が必要である。

ファミリー・フレンドリー・アワード受賞
事務所の受賞後の取組み3 　

保育所の確保、所得補償、ダイバーシティー促
進担当の設置、コーチングの実施、女性パートナー
比率増加、リモートワーク促進等種々の取組みが
あった中、印象的な2つのメッセージを記載する。

（1）�坂田絵里子�
（外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ）

業務の引継ぎを必要とするような中長期の男性
による育児休業を実施することにより、育児休業
を取得する女性のキャリアに対する不安を、男性
側が理解する良い契機となった。他方、女性側も
決められた制度を受け身の姿勢で利用するのでは
なく、より良い制度を自ら提案し改善するような
事務所に対する貢献をさらに期待していきたい。
（2）由布節子（渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）

介護で悩む女性弁護士も多い。育児と違って終
わりの時期が分からず、表にも出しにくい。キャ
リアを取り戻せる、というメッセージを伝えたい。

最後に挨拶をされた林陽子先生は女性自営業者
の権利保護の必要性を強調されていた。まずは、
主に自営業者で構成される我々の業界が、自らこ
の課題を克服すべきであると再確認した。 

シンポジウムの様子


