女性の皆さん，
地方で活躍してみませんか？
女性弁護士が足りません！
！
女性弁護士は全弁護士数の17.4％
女性弁護士が１人もいない地方裁判所支部所在地は全国で67か所
（2012年７月１日現在）
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（地図上の数字は都道府県内の女性ゼロ支部数を表示したもの）

地方の女性弁護士を増やすことは重要な課題です！
内閣府第３次男女共同参画基本計画（2010年12月17日）
★2020年までに女性弁護士の割合を30％へ
★女性弁護士ゼロ地域を減らす取組を日弁連や各地弁護士会に求める
日弁連過疎・偏在対策総合政策検討ワーキンググループ答申（2011年３月７日）
★「過疎地の女性弁護士不足解消にも十分配慮すべき」
★「過疎地の執務環境整備・充実が必要」
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◦ 新潟県柏崎市からのメッセージ ◦

弁護士さん

柏崎に来てくんなせ

▶柏崎市は弁護士を誘致するため法律事務所開設

に関する相談が多く，そ

に300万円の資金援助をする制度を設けました

の後柏崎市に設置された

が，制度発足のきっかけとなったのはどんなこと

「かしわざき法律事務所」

でしょうか。

の相談状況でも同じ傾向

現在，世界同時不況が進行しており，会社倒産

と伺っております。

や自己破産が増加しています。特に本市において
は中越沖地震からの復旧・復興途上で，法律相談

▶実際に法律事務所が開

に関する潜在的需要がある上，法律相談が必要な

設されてみて，どのよう
会田洋柏崎市長

人は長岡市の弁護士を利用しておりました。

な効果がありましたか。

弁護士過疎問題は，無医村の問題と同様，市民が

長岡市に行かなければなかなか法律相談できな

社会的生活を送る上での不可欠な基盤であり，
法律

い体制が解消されたこと，市の消費生活センターや

問題に困っている人に対して迅速な法律サービス

社会福祉協議会などの相談を法律事務所につなげ

を提供する上で法律事務所を柏崎市に設置するこ

ることができることなどの効果が挙げられます。

とは喫緊の課題であり，ひいては市民の安全・安
心に寄与することと考えました。そこで，法律事務

▶特に女性弁護士に対するニーズとしては，どん

所の設置の促進を図るために補助金を交付するこ

なことが考えられますか。

ととし，今回補助金交付要綱を制定したものです。

女性特有の問題があるケースもあることから，女
性弁護士がいることにより相談しやすい環境が作

▶市民の弁護士に対するニーズで特徴的なものが

られると思います。女性の相談者が相談しやすい

ありましたか。

こと，男女共同参画審議会が本市にもありますが，

市の消費生活センターの相談状況では多重債務

当該審議会に関わること，女性問題に関する講演会
の講師など様々な面でのニーズがあると考えます。

法律事務所誘致推進事業の概要について
１

平成22年４月19日
柏崎市役所総合企画部人事課

▶仮に女性弁護士が柏崎市で開業したら，どのよ

制定理由
 現在，世界同時不況が進行している状況の中，会社倒産や自己破産が増
加しているとともに，本市においては中越沖地震からの復旧・復興が進行
していますが，法律相談に関する潜在的需要がある上，実際法律相談が必
要な人は長岡市の弁護士を利用している状況にあります。
 弁護士過疎問題は，無医村の問題と同様，市民が社会的生活を送る上で
の不可欠な基盤であり，法律問題に困っている人に対して迅速な法律サー
ビスを提供する上で法律事務所を柏崎市に設置することは喫緊の課題であ
り，ひいては市民の安全・安心に寄与することとなり，法律事務所の設置
の促進を図るために補助金を交付することは有効な方策であると考え，今
回補助金交付要綱を制定したものです。
２ 基本的な考え方
 法律事務所を開設・運営するために必要な経費を300万円を限度とし，
交付するものです。
（補助率50％）。
５年間をもって要綱は，失効するものとします。
 基本的に要綱を整備することにより，柏崎市に法律事務所を設置するに
際しては，市から補助金が支出されるということは，柏崎市に法律事務所
を設置するための誘因となるとともに，市が積極的に県弁護士会等に働き
かける際のセールスポイントとなると考えます。（工業団地誘致における
誘導策と同様の考え方）
 また，柏崎市においては，待ちの姿勢では，当分の間は法律事務所の設
置は見込まれないと思われるため，市が積極的な姿勢を持って法律事務所
の誘致を推進するという意思を明確にするとともに，この制度をアピール
していくことが誘致に結実するものと考えます。

うな役割を果たすことが期待されますか。
女性が気軽に相談できるとともに，高齢者や障
害者など社会的弱者と言われる方々に対するサポ
ートをしていただくことを期待しています。
▶もし，これから弁護士として働く女性にエール
がありましたら，お声を頂戴したいのですが。
柏崎市は，人口約９万人の日本海に面した風光
明媚なまちであります。是非，柏崎市に法律事務
所を設置して市民の法的な問題・課題を解決する
ことに御協力願います。
柏崎市にお越しいただくことを切にお願いしま
す。
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◦ 北から南から ― 過疎地を経験した女性弁護士からのメッセージ ◦

【①北海道（釧路） 篠田奈保子弁護士】
▶過疎地（地方）へ行こうと思ったきっかけなど
私の出身地は，北海道斜里郡清里町という人口
数千人の小さな町です。高校も地元の町の高校に
進みました。出身地は釧路地裁網走支部の管轄で
す。私が暮らしていた当時，網走には弁護士はお
らず，車で１～２時間の北見市に３名という状況
で，釧路弁護士会の会員も20名程度だったと思い
ます。

篠田奈保子弁護士

同居していた祖父は地域で人権擁護委員などを
しており，様々な方々の相談に対応していました。

をしていて弁護士の仕事についても少し知ってい

1972年２月
1991年
1996年
1997年３月
1997年４月
1999年４月
2000年４月

ました。そして，受験時代から，自分が自立して

2002年５月

様々な問題を抱えて生活している方々がいる，弁
護士は身近でない，だけれど必要性は高いという
ことは肌で感じておりました。父の友人が弁護士

いくために資格を有する職業を希望していたこと
から，もし，弁護士になれたら，自分の出身地に
2006年４月

戻って仕事がしたいと考えていました。
また，東京で子育てを経験しましたが，都会で

2008年３月

の子育ては自分の子育てのイメージとかけ離れて
いるということも地方へ行こうと思ったきっかけ

2011年３月

だと思います。
私は，雄大な自然の中で本当にのびのびとした

北海道斜里郡清里町に生まれる
北海道大学文Ⅲ系入学
２回目の挑戦で司法試験合格
北海道大学法学部卒業
司法研修所入所（第51期，旭川修習）
札幌弁護士会登録（さっぽろ法律事務所）
釧路弁護士会に登録替え
（斉藤道俊法律事務所，帯広市）
第 一子出産のため産休・育休。翌年１月弁護
士登録抹消。この間３児を出産，４年間専業
主婦として育児に専念。１年間は夫の海外留
学で米国シアトルに滞在
東京弁護士会に登録
（弁護士法人東京パブリック法律事務所）
釧 路弁護士会に登録替え（法テラス４号事務
所である釧路法律事務所のスタッフ弁護士と
して，３年勤務）
釧 路市内に「はるとり法律事務所」開設。独
立開業

現在，日本弁護士連合会・貧困問題対策本部委員，釧路弁
護士会・人権と貧困に関する委員会など４委員会の委員。

子ども時代を過ごしました。子ども時代の思い出

（法テラス４号事務所とは，司法過疎地域の解消のために設
置される法テラスの地域事務所です（総合法律支援法第30条
第１項４号）。）

には全て自然の背景があります。人間が自然に生
かされていること，頭だけでなく体で感じて生き
て行くことが人間にとって豊かなことだと思って
います。ですので，都会での子育ての窮屈さがど

や言動に対する評価が全体に波及します。本当に

うしても耐えられず，子どもの小さなうちに地方

様々に気を配っていなければならないという緊張

に戻ろうと決意しました。

感は常にあるかもしれません。そして，過疎地で
は，
弁護士というだけで様々に期待されますので，

▶実際に過疎地で仕事をしてみて感じたこと

自ら人の中に入って行くというバイタリティとい

女性弁護士へのニーズが高いということです。

うか物怖じしない行動力が必要だと感じます。

それは，事件の依頼に限らず，各種の団体への関
▶弁護士会や日弁連に対する要望

与であるとか，講演などについて特に感じます。
しかしながら，過疎地では，弁護士も少ない，

子育ての関係では，夕方からの行事に参加する

ましてや女性弁護士は数名ですから，自分の仕事

ことが困難なので，各種行事について，日中や早
3

朝の時間を活用するなどしていただきたいです。

じません。一定階層の人達だけの生活しか知らな

弁護士会内の託児施設の充実も要望したいです。

い中で，人間的に豊かになれなかったり，打たれ

また，イソ弁として雇用する際には，産休・育

弱くなったり，自然を軽視する方向になってしま

児休業・時短勤務制度などを整備していただく必

わないか（あくまで私個人の考えで，杞憂だとは

要もあると思います。

思いますが）と逆に不安になります。子どもは勉

私は51期ですが，４年間弁護士を辞めた時期が

強したいという熱意があれば，地方であっても，

ありました。登録番号が２万台から３万台に変わ

そのハンディを乗り越えてでも何とかなるかと思

ってしまい，いまでも登録番号を書くたびに，以

っています。

前の登録番号が頭をよぎります。一度取得した登
録番号は継続させて欲しいと切に思います。

弁護士会の話をします。
釧路弁護士会の総会後の懇親会や行事には，子

▶後進へのメッセージ

連れで参加することも良くあります。私だけでは

子育て環境について話します。

なく，複数の女性弁護士が子連れで参加していま

地方は都会と違い，子育て環境が良いことが最

す。きっと，当会だけの光景かもしれません。宴

大の特徴です。東京では，まず保育所に入所させ

会場の後ろのスペースが子どものたまり場です。

ることから困難が始まりました。
練馬の炎天下で，

すぐ終わる弁論の期日に熱を出した子どもを裁判

２か所の保育所に自転車で３人の子どもをお迎え

所の弁護士控え室に連れて行ったことがあります

に行くのも一苦労でしたし，
通勤に時間がかかり，

（虐待が疑われますよね…）が，他の会員が見て

買い物も時間と労力がかかりました。人混みに紛

いてくれました。
小規模弁護士会ならではですね。

れてしまうため，走り盛りの幼児３人をつれた外

女性弁護士のパワーにもはや異を唱えることが困

出はほぼ困難でした。

難ということかもしれませんが…。

当地では職住接近ですから，そのストレスがあ
りません。保育所入所もスムーズでした。大量の

仕事について話します。

買い物を自動車で負担なくできます。どこかに遊

釧路市は約18万人の人口，生活保護受給者が19

びに行くのにも，事前の計画や予約は不要，渋滞

人に１人，低所得者・生活困難者が多く，私の依

でヘトヘトということからも無縁です。安く・早

頼事件の９割は扶助・国選事件です。事務所の経

くレジャーが楽しめます。

費は最小限に抑えています。報酬が見込める事件

私は，釧路に来てから，冬には年に少なくとも

が少ないのも当地の特徴です。私は，単価の低い

２回は連泊で子どもとスキー旅行に出かけます。

扶助事件ばかりなので，多くの案件を同時に進行

短い夏には毎週，子どもとキャンプに出かけ，バ

しなければ経営的に厳しい現実があります。また，

ーベキューをします。虫を追いかけ，誰もいない

意思疎通の難しい依頼者や法的トラブル以外にも

海で遊び，山を走り，釧路湿原の野の草花を楽し

問題を抱えている依頼者が多いこと，とにかく長

みます。

距離の移動を余儀なくされること，DV案件等を

子どもがどこまでもてんでんバラバラに走って

多く取り扱うため，
危険を感じることも多いこと，

行っても目で追えます！！子ども達に聞くと，も

弁護士会の委員会や日弁連の委員会の負担もかな

う東京や札幌のレジャー施設には行きたくないと

りあること等，地方ならではの特殊な苦労は実際

言います。「そうだよな」と思います。

多くあります。そこは「苦労ありますよ」と率直

地方だと子どもの教育（レベル？）に不安があ

にお伝えしたいと思います。

るという話を聞きます。確かに，都会の中高一貫

さらに，今後も地方経済はますます疲弊し，回

校とは無縁です。しかし，私は一定の所得階層が

復の兆しもないですので，経済状態の悪化と高齢

集まらざるを得ないその教育環境に逆に違和感を

化・人口減少で地方の法律事務所の経営もさらな

感じるタイプなので，
「そうなのかな」としか感

る工夫が必要となってくると思いますし，体力が
4

ある現在だからこそ何とか体を動かしてやってい

過疎地には過疎地なりの様々な苦労があり，体

るけど将来どうなるのだろうとかの不安もありま

力，気力が必要です。経済的なメリットを見込む

す。しかし，必要とされていることは確かなので，

ことも難しいかもしれません。でも，自分が弁護

努力を続けたいと思います。

士として必要とされていることに何より充実感を
感じることはできますし，右肩上がりは難しいで

配偶者についての話をします。

すが，ほどほどの生活は維持出来ると思います。

私の配偶者は同期の検事でしたが，私の独立を

地域に溶けこんで，地域の課題に弁護士として尽

契機として，仕事上もパートナーとなることにな

力したいという思いは間違いなく叶うと思いま

りました。

す。地方の女性弁護士ほど弁護士である人生を楽
しめる選択はないと思っています。

◦ 北から南から ― 過疎地を経験した女性弁護士からのメッセージ ◦

【②宮崎（日向） 鈴木加奈子弁護士】
▶過疎地に行こうと思ったきっかけなど
最初に弁護士過疎について知ったのは，司法試
験の合格発表後に日弁連が主催していたシンポジ
ウムでした。それまでは，弁護士過疎地のイメー
ジとして無医村のようなイメージを持っており，
かなりの田舎の話だと思っていました。しかし，
そのシンポで，私が住んでいた茨城県，それも自
宅と湖を挟んで反対側の麻生支部管轄も弁護士過

鈴木加奈子弁護士（左から２番目）

疎と聞いて，身近な問題だったのかと思ったのが，
最初でした。もともと町医者のような弁護士にな

茨城県出身
明治大学法学部卒業
2006年10月 弁護士登録（東京弁護士会）
東 京弁護士会の支援協力を得て設立された都
市型公設事務所にて勤務。
2009年１月 宮崎県弁護士会に登録換え

りたいと思っており，とにかく困った人が駆け込
んでくるような事務所で働きたいというのが希望
でした。
最初の就職先に都市型公設事務所を選んだの
も，「市民の駆け込み寺」を目指していますとい

2011年当時

う方針に共感し，自分が目指したい弁護士になる

（ひまわり基金法律事務所とは，日本弁護士連合会のひまわ
り基金の資金援助を受けて，弁護士過疎の解消のために弁護
士過疎地に設置される公設事務所です。）

ための研鑽が出来ると思ったからです。ひまわり

日向入郷地区ひまわり基金法律事務所にて勤務

公設事務所への赴任も，自分が目指したい弁護士
像に近づくためには，またとない経験が積めると

わりはなくなっていました。どちらかと言えば，

思っていました。

寒い地方より暖かい地方がいいなと思う程度でし
た。

▶その場所を選んだ理由など

私が赴任を考えていた頃には，過疎地での働き

当初は，自分の住んでいた茨城県内の過疎地へ

方としてひまわり基金の公設事務所で働くか，法

赴任出来たらいいなと思っていましたが，自分が

テラスで働くかという選択肢がありました。ひま

実際に赴任する頃になると，特に赴任地へのこだ

わり基金の公設事務所で働きたいと希望する人
5

は，自分で事務所を経営したいから，
「法テラス」

よそ者の定着していない弁護士が必要ということ

ではなく「ひまわり」でと考えている人が多かっ

もあるかと思います。相談者の中には，弁護士が

たと思います。ただ私の場合は，法テラスだと扶

いないわけではない延岡市からも，
「延岡の弁護

助事件に限られるとか，刑事事件が中心になると

士には，もう相談できないから。
」とか，
「住んで

か受任する事件に偏りが出てしまうのではないか

いる近くでは相談できないから。
」といって，日

と思い，自由に受任できるひまわり基金の公設事

向にいらっしゃる方もいます。

務所の方を希望していましたので，どうしても事

何のつながりもない弁護士だからこそ，気軽に

務所の経営をしたいと思っていた訳ではありませ

相談できるということはあると思います。

んでした。同時に，最初の事務所で２年以上経過

逆に気になっている点は，事務所として抱え切

し，何とか日常業務をこなしていくうちに，仕事

れる事件数の関係もあって，すぐに相談の予約が

の難しさ，自分の力の無さを痛感していたところ

入らず待っていただくことが多くなっていること

でしたので，一人で赴任することに多少の不安も

です。これが，せっかく思い切って相談しようと

出てきていました。

電話した方の気持ちをそぐことにならないかと気

そんな時に，事務所の先輩である五嶋俊信弁護

になっています。

士が２人目の勤務弁護士を探しているので，行か

幸い，宮崎県北の民事当番制度が立ちあがった

ないかとのお話があり，ひまわり基金の事務所で

ので，待てない方には，２，３日後の民事当番を

２人の体制，暖かい地方でもあるしということで，

紹介できるようになり，ある程度問題解消になっ

宮崎県日向市への赴任を決めました。

ていると思います。
日常生活面では，私自身が田舎の出身ですし，

▶実際に仕事をしてみて感じたこと

違う環境で生活することにあまり抵抗がないほう

法律相談に対する敷居の高さ（これは，現実の

なので，特に不便を感じていません。

距離，時間の問題に加えて，精神的な抵抗感も含

もっとも，前の事務所の時には，日常生活で相

めて）が解消されるということは，これまでに何

談者と会うということはありませんでしたが，狭

度も言われていることと思います。これが，過疎

い地域なので，プライベートで結構相談者や関係

地でのニーズであることは言うまでもありませ

者に遭ってしまうということがあり，お互い気ま

ん。

ずいことはあります。

これ以外で感じたことは，
（実際にその役割を
果たせているかということは，棚に上げて）弁護

▶男女複数体制で良かったことは？（困ったこと

士が近くにいることで，周辺住民の方の法的問題

は？）

への認識や権利意識を高める効果を期待できるの

やはり，相談予約の際に「女性の弁護士がいる

ではないかと思います。法的な重大トラブルに巻

と聞いたので。
」といって電話をしてきてくださ

き込まれないための予防的活動みたいなもので

る方がいるので，女性がいるということで，法律

す。

相談への抵抗感が減るという事はあると思いま

これは，研修会や講演会などを通じての活動や

す。自治体の無料相談に行っても，特に年配の女

法教育の活動などを行うことで少しずつ変化が出

性は，
「相談するということでとても緊張してき

てくるのではないかと思っています。法教育で学

たけれど，女性でよかった。
」とおっしゃる方が

校訪問をしたり，模擬裁判をしたりする時には，

少なからずいらっしゃいました。

女性弁護士もできるだけ参加するようにすると，

女性弁護士がいるということで，法律相談に対

女性の権利意識を高めたり，法的問題への興味を

する抵抗感を少しでも減らすことができるのであ

引いたり出来るかなと思い，できるだけ参加する

れば，うれしいことです。

ようにしています。

また，警察の捜査担当者に女性が少ないのか，

他には，人間関係の密接な地域であるからこそ，

刑事事件の女性の被害者から，
「女性だったので，
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話しますが。」とか「弁護人に聞くことではない

困った場合に相談に乗っていただくこともできま

かもしれないけれど，
女性なので。
」
ということで，

す。

その後の手続のことを聞かれたり，別の法律相談

公設事務所の協議会などでも利用できるように

をしに行きたいと言われたりすることもありまし

なると，なかなか東京に行って出席することがで

た。

きない遠方の弁護士も協議会に参加しやすくなる

事務所内でも，多くはありませんが，相談内容

と思います。

によって，担当弁護士を変えたことがあります
（男
性依頼者の相談の内容が，女性に話すには話しに

また，ゼロワン解消という当初の目的が達成さ

くいだろうなという内容だったので。
）
。他に，刑

れたとしても，狭い地域では地元出身ではない弁

事事件など，男性と女性の感じ方が違うかもとい

護士の必要性や女性の相談窓口が少ない地域（そ

うような事件は，男性としての意見を聞いたり，

もそも公的な機関に女性が少ないなど）では，複

場合によっては，共同受任にしてもらったことも

数体制（男性弁護士と女性弁護士に限らず）も，

ありました。

ひまわり基金の今後の課題となると思います（２

加えて，仮に自分が１人で過疎地に赴任してい

人赴任して，経済的に事務所が成り立つのかとい

た場合と比べて，安全面での安心感が違うと思い

う問題はありますが，赴任時期をずらすことで，

ます。夜に男性依頼者と打ち合わせを入れる場合

引継がスムーズになったり，赴任する弁護士の精

やもめそうな相手方との交渉をする場合など，事

神的負担の軽減になったりという点もあると思い

務所内に男性がいるということは心強く思いま

ます。
）
。

す。
▶後進へのメッセージ
▶受入れ弁護士会や日弁連に対する要望

必要とされて働くということは，本当に幸せな

昨年度から，テレビ会議システムが導入され，

ことですが，
過疎地に赴任して仕事をすることで，

大変助かっています。九州は，
離島の多い県など，

そのような幸せを味わう機会が増えました。

比較的テレビ会議システムが導入されているよう

育った地方と全く異なる環境で生活すること

ですが，他の地方のひまわり基金法律事務所や法

は，自分自身も勉強になりますし，都心とちがっ

テラスの弁護士に聞くと，本庁所在地で行われる

て，地域社会全体に関わっていくことになるかと

委員会などには，ほとんど参加できないとのこと

思います。

でした。

女性弁護士も，
活動の場が多いと思いますので，

委員会活動などに参加させていただくと（たと

町弁を目指す方は，ぜひ赴任を検討されてくださ

えテレビ会議でも）
，受入れ弁護士会の先生方と

い。

のつながりもできます。そうすると，仕事の面で
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◦ 北から南から ― 過疎地を経験した女性弁護士からのメッセージ ◦

【③福島（いわき） 松本三加弁護士】
▶過疎地（地方）へ行こうと思ったきっかけ（弁
護士過疎地で働くことの魅力）
私は，2000年に弁護士登録して以来，弁護士過
疎偏在対策に携わる仕事をし続けてきました。１
年間の東京・渋谷の法律事務所での修行を経て，
2001年４月，弁護士が管内に１人もいなかった北
海道の紋別ひまわり基金法律事務所に，2003年３
月までの２年間，初代所長として赴任しました。

松本三加弁護士

紋別市は，オホーツク海に面し，流氷の来る街と
して知られ，旭川地方裁判所紋別支部がある管内

1974年生
1998年
1998年～ 1999年
2000年

一橋大学法学部卒業
第52期司法修習生
弁護士登録 桜丘法律事務所入所
（第二東京弁護士会）
2001年４月～ 2003年３月 紋別ひまわり基金法律事務所
初代所長（旭川弁護士会）
2003年４月～ 2006年６月 桜丘法律事務所勤務
2006年６月～ 2007年９月 カ リフォルニア大学バークレー
校客員研究員
2007年９月～ 2010年３月 相 馬ひまわり基金法律事務所勤
務
（福島県弁護士会）
2010年８月
福 島県いわき市に浜通り法律事
務所開所
2011年３月11日
東日本大震災で被災

は１市３町１村で構成され，面積は東京都の1.3
倍，管内人口は，赴任当時約４万4000人でした。
現在では，ひまわり基金法律事務所（以下「ひ
まわり事務所」といいます。
）や法テラスの弁護
士過疎地型（４号）事務所の存在とその意義は，
おおかた認知されています。しかし，当時は，法
曹内部には，裁判所支部があるにもかかわらず，
常駐弁護士が１人もいない地域に，①地元に縁の
ない②都会育ちの③若い④社会人経験もない新人
⑤女性弁護士が，数年行ったところで相手にされ
ないであろうという，冷ややかな意見も根強かっ
たのです。そのような中「ニーズはある」と，事

実ぶりの裏返しであったと思えます。法律家とし

務所開設に奔走したのは，旭川本庁の弁護士や，

て，困っている人の力になりたいという思いを力

日弁連でひまわり基金の運営に携わる弁護士たち

にして存分に発揮できる執務環境がありました。

でした。全国津々浦々に，住民の法的ニーズに応

紋別での経験が，法テラス４号事務所のグランド

える法律家の拠点が必要であるという信念をもっ

デザインに影響し，制度が発展して，市民に身近

ていました。折しも，
私が赴任者として手を挙げ，

な事務所が日本全国に広がっていったのも，喜び

１年間の東京での修行後，現地に赴任しました。

でした。
なお，
紋別の事務所は二代目も女性だったため，

▶実際に過疎地に行ってみて

三代目に男性が赴任することになった際に，お世

幸い，紋別では，多忙かつ実り多い２年間を送

話になっている商工会議所の関係者の方から「え

ることができました。事件内容はバラエティに富

ー。今度は男性の弁護士なんですね」と残念がら

み，貸金，不動産，破産，相続，離婚，交通事故

れたそうです。

といった民事・家事事件や刑事事件を中心に，管
▶その後のキャリアについて

内と周辺地域の事件を一手に引き受けることとな
りました。当時は，オンリーワンの重責を負い，

その後，私は日弁連のスカラーシップ制度を利

辛い思いもしましたが，今では，その辛さは，充

用してアメリカに留学しました。
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アメリカ留学では，カリフォルニア州の弁護士

た。根を張って，浜通りの住民の司法アクセス改

過疎問題を研究し，法曹人口が増えても，弁護士

善に貢献したいという思いで業務に取り組んでき

過疎は対策を講じ続けなければ解消されないこと

た矢先，大震災に遭いました。

を学びました。また，地域づくりのために能力を

今回の福島第一原発の事故によって立入禁止区

発揮する「コミュニティロイヤー」という働き方

域や避難区域に指定された地域は，ほぼ全域が福

に触れ，そのイメージを得ました。弁護士過疎地

島地裁いわき支部と相馬支部の管内であり，区域

でキャリアを積んだ結果，私は問題意識をもって

内には長年弁護士が不在でした。ここ数年でひま

留学し，現地で志を同じくする弁護士との出会い

わり事務所が開設され，開業する弁護士も出てき

を果たすことができました。

て，ようやく地域への法的サービスの在り方が模

留学当時１歳だった息子の世話は，留学に同行

索され始めたところでした。

した夫が担当しました。食事や身の回りの世話を

今回の震災は，そもそも法的サービスがいきわ

一手に引き受けた夫は，
「主夫」として，一日中

たっていなかった地域で起こった悲劇です。地域

子どもと向き合って家にいる大変さも味わったよ

の被災者の方々に，どれだけの，そしてどのよう

うです。その苦労の甲斐あって，今でも我が家の

な支援の手を伸ばせるかについて，試行錯誤する

子どもたちは夫の作る料理が大好きです。

毎日です。被災地の弁護士は，皆，全力でがんば
っています。私もこれまでに培った経験の全てを

▶そして，複数体制ひまわり基金事務所へ

被災者のために捧げ，復興に貢献したいと考えて

帰国後は，福島県相馬市のひまわり基金法律事

います。

務所に赴任しました。相馬では，アメリカで学ん
▶メッセージに替えてー最後に

だことを活かし，日常業務に加え，周辺地域の開
業弁護士誘致などにも取組を広げました。

弁護士として全力疾走した10年を振り返って，

小さいコミュニティは，顔の見える相互関係を

自分が女性だからということを意識したことはあ

構築することができます。新しいことを始めるに

りません。せっかく資格を取ったのですから，結

あたっても，決裁や組織の壁に阻まれるといった

婚したからとか，子どもがいるからという理由で

煩雑な問題が起こりにくいのです。そのため，相

自分に制約をもたせず，のびのびと，やりたいこ

談会の新設や改善をはじめ，各機関との連携の改

とをやる方が得だと思います。

善などは，素早くかつ機動的に行うことができま

地方でもだいぶ女性弁護士が増えて来ました

す。これも地方で仕事をする魅力のひとつかと思

が，それでも大都市圏に比べて女性弁護士の比率

います。

が小さく，必然的に男子校のような環境になって

相馬では二人目の子どもも生まれ，子育てに追

しまいます。やはり数が増えないと，この環境は

われる毎日でしたが，子どもを通じて地域のコミ

変わらないと思います。今後，地方にも当たり前

ュニティと関わる機会を与えてもらいました。そ

に多くの女性弁護士がいるようになることを願っ

の中で，今でも子育ての悩みを語り合える大切な

ています。地域の市民の方々も，それを期待して

友人もできました。

いるのではないかと感じています。

▶弁護士過疎地での開業，そして東日本大震災で
の被災
2010年，夫の郷里であるいわき市に開業しまし

御紹介した３人の方のように，法テラス４号事務所，ひまわり公設事務所には女性が多く赴任し，地
方のニーズに答え，地域社会や地元弁護士会に新しい風を吹かせています。
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「女性弁護士の地方での業務に関するアンケート」結果から
女性の多くが，地域住民に身近な弁護士活動ができ，自然豊かで人との触れあいのある
地方に行くことに積極的です。

●地方で弁護士として働きたいか？
無回答 1%

オ その他 9%

ア 積極的に働きたい 8%

エ 絶対に働きたくない 4%

ウ どちらかと
言えば
働きたくない
37%

イ 条件次第で
働いても良い
41%

●積極的に地方で働きたい理由は？（複数回答可）
地域社会にとけ込んで，地域住民に身近な弁護士活動をしたいから

3%

小規模の地域の方がバラエティーに富んだ事件に出会え
自分の力量アップや人間の幅を広げる事につながるから
小規模の地域弁護士会の方が公益的な活動や
，

5%

弁護士会の会務などに積極的に関われるから

10%

21%

小規模弁護士会の方が弁護士同士のつながりもあり，
学ぶ機会も多いから

9%

8%
6%

19%
8%

11%

比較的近いところに裁判所，検察庁，法務局その他の施設があり，
仕事上移動時間のロスが少ないから
自然や食べ物，物価，地域の人達とのふれあいなど
日常生活のメリットがあるから
地方の方が特に女性弁護士へのニーズがより大きく，
これに応えることに喜びとやりがいを感じるから
都会よりも競争が少なく，弁護士業務経営が成り立ちやすいから
情報化社会であり，都会との情報格差はさほどなく，
地方の業務上，日常生活上のメリットが大きいから
その他
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●女性が地方で働くために必要な条件は何でしょうか？（複数回答可）
短期間であればよい
所得が保証されればよい

4%
1%

8%

開業もしくは赴任にあたっての経済的支援があればよい

5%

19%

4%

地方での業務中何らかの研修や業務への支援が得られる体制があればよい
出産，育児，介護等において，福利厚生が一定保証されればよい

5%

出産，育児，介護等において事件の引き継ぎ体制が確保されていればよい

26%

8%
10%

10%

勤務が終了し都会に戻るときの事件の引き継ぎ体制が確保されていればよい
勤務が終了し都会に戻るときの勤務先が保証されていればよい
女性の不安を解消し積極的に受け入れる地方単位会の体制
その他
無回答

2010年４，５月 日弁連男女共同参画推進本部実施
調査対象：女性の弁護士・司法修習生・法科大学院生

●各地の弁護士会は，弁護士の執務環境整備のために様々な工夫をしています。
（例えば）
・産前産後，病気や介護等による休業期間の会費免除制度
・育児休業期間の会費免除制度
・テレビ会議システムによる委員会，研修のシステム
・セクシャルハラスメント防止規定整備

●これらの取組はまだ十分とは言えないかもしれません。しかし，地方で働く
女性弁護士が増えることで，より充実した内容に発展させることができるでし
ょう。今後の充実のために一緒に声をあげていきませんか？
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日本弁護士連合会や各地ブロック弁護士会連合会は，過疎地に赴任・開業する
弁護士に経済的支援を始めとする様々な支援を行っています（詳しくは日本弁
護士連合会，各弁護士会連合会ホームページで）。

日本弁護士連合会

http://www.nichibenren.or.jp/

弁護士過疎・偏在対策・法律相談事業の取組については

http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/kaso.html
（各地公設事務所，養成事務所等の求人，その他情報提供も行っております）

北海道弁護士会連合会

http://www.dobenren.org/

東北弁護士会連合会

http://www.t-benren.org/index.html

関東弁護士会連合会

http://www.kanto-ba.org/

中部弁護士会連合会

http://www.chubenren.jp/

近畿弁護士会連合会

http://www.kinbenren.jp/

九州弁護士会連合会

http://kyubenren.org/

（中国地方弁護士会連合会，四国弁護士会連合会の情報は日弁連ホームページから）

全国津々浦々で法律専門家の支援を必要としている人たちがいます。
あなたも，やりがいと自信をもって
地域社会のために楽しく仕事をしませんか？
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