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発刊にあたって 
 
 日弁連は、２００９年１月、身体拘束された少年の事件全件に対する国選付添人制度の

実現を求めて、全面的国選付添人制度実現本部（以下、「実現本部」といいます。）を設置

することを決議し、同年３月から活動を開始しました。 
 ２００７年１１月から導入された国選付添人制度は、重大事件を対象とした限定的なも

のです。そして、２００９年５月２１日からは、被疑者段階の国選弁護人選任の対象事件

は拡大されましたが、国選付添人制度の対象事件は従来のままです。この結果、被疑者段

階では国選弁護人が選任されながら、家庭裁判所に送致されると国選付添人には選任され

ないという制度的矛盾が生じてしまいます。つまり、少年たちだけが、「おきざりにされ」

ているのです。  
 このような問題の存在は、残念ながらマスコミ等でも取り上げられることは少なく、多

くの市民に知らされていません。実現本部としては、市民のみなさんに、このような問題

の存在を知っていただくとともに、国選付添人制度拡大の前提として、少年審判の中で弁

護士がどのような役割を果たしているのかを知っていただくために、本シンポジウムを企

画しました。 
 
第１部では、基調報告として、現在の国選付添人制度のもとでの弁護士付添人選任の状

況、これまで弁護士付添人選任を拡大してきた日弁連の取組み等をご紹介し、何が問題か

を明らかにしております。 
第２部では、弁護士の付添人活動の具体例をご理解いただくために、非行事実を争った

大阪地裁所長襲撃事件における付添人活動について報告していただきました。 
第３部では、パネルディスカッションにおいて、さらに非行事実に争いのない事件にお

いて少年の立ち直りを援助する弁護士付添人の活動等を中心に、弁護士が果たしている役

割を語り、国選付添人制度拡充の必要性を明らかにしていただきました。 
 
 本シンポジウムの内容は、弁護士付添人の役割、国選付添人制度拡充の必要性を分かり

やすく論じたものであり、シンポジウムに参加されなかった皆様にも是非、共有していた

だきたいと思い、本報告書を作成することと致しました。 
 これをお読みいただいた皆様の一人でも多くの方が、弁護士付添人の役割の重要性をご

理解いただき、国選付添人制度拡充に賛同いただければ、幸甚です。 
 

２０１０年１月 
日本弁護士連合会        
全面的国選付添人制度実現本部 

  本部長 宮 﨑   誠    
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１．開会の挨拶 
足立 勇人（日本弁護士連合会副会長・全面的国選付添人制度実現本部副本部長） 

 
 ただいまご紹介いただきました日弁連副会長の足立でございます。本日はお忙しい中、

お集まりいただきましてありがとうございます。ご承知のように５月２１日からは、裁判

員裁判制度、そして同時に被疑者国選の拡大というものが実施されることになったわけで

すけれども、少年事件の場合には、重大事件以外は、せっかく一旦付いた弁護士が家裁送

致で消えてしまうというような、いわば空白ができてしまうということでございます。こ

れは少年のほうから見れば、本日の題にありますように、おきざりにされた、極端な言い

方をしますと、見捨てられてしまうというようなことに受け止められかねない、そういう

状況に今なってきているということでございます。われわれとしては、何とかしてこの空

白を埋めなければならない。制度的に弁護人が消えてしまうような制度を早急に改善しな

ければならないというふうに考えております。 
 本日は、具体的な事件の報告と、毛利甚八さんをお招きしましたパネルディスカッショ

ン等をご用意しておりまして、盛りだくさんの内容になっております。本日のシンポジウ

ムを踏まえ、一日も早く全面的国選付添人制度が実現されますように、日弁連としまして

も全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております。 
 簡単ではございますが、この決意をもちまして、日弁連の副会長の挨拶とさせていただ

きます。本日はどうもありがとうございます。 
 

２．基調報告「付添人制度の現状と問題の所在」 
須納瀬 学（全面的国選付添人制度実現本部事務局長） 

 
 こんにちは。ただいまご紹介いただきました弁護士の須納瀬と申します。 

今、副会長のご挨拶にもありましたように、５月２１日から裁判員制度が導入されると

いうことで、毎日のように新聞報道されています。また、被疑者国選弁護の対象事件も拡

大されます。それにもかかわらず、その一方で、家裁で審判を受ける少年に対する国選付

添人制度は、非常に狭いままにとどまっているということは、ほとんど報道もされており

ません。 近、テレビや新聞のニュース等で取り上げられる少年事件では、少年に弁護人、

あるいは付添人として弁護士が付いていて、その弁護士が発言をしたり、コメントをした

りすることが時々見られるようになってきました。こういったことから市民の皆さんの中

には、少年事件にも当然弁護士が付くだろう、そして、大人と同じように国選弁護人のよ

うな制度があるのだろうというふうに誤解をされている方も少なくないというふうに思い

ます。 
しかし、実際にはそうではありません。そういった誤解をされたまま放置されていると

いう意味も含めまして、「おきざりにされた非行少年」と題して今回このようなシンポジウ
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ムを持たせていただきました。 
 実際に弁護士、付添人がどのような活動をし、どのような役割を果たしているのかにつ

いては、後ほど前川弁護士の事件報告と、パネルディスカッションで詳細にお話があると

思いますので、その点は後に譲ることといたしまして、私からは基本的な問題の所在につ

いてご説明させていただきたいと思います。 
 もともと家裁で行われる少年審判では、国の費用で弁護士を付ける制度、すなわち国選

付添人制度は存在しませんでした。2000 年に少年法が大きく改正され、それまで審判に出

席できなかった検察官が審判に関与する制度が導入されましたが、それに合わせて検察官

が出席するけれども、弁護士が付いていないという場面に限ってはじめて国選付添人制度

が導入されました。 
 しかし、これは、５年間で 25 件しか選任されていないという、極めて限定的な制度でし

た。 
 現在の国選付添人制度は、2007 年の少年法改正で導入され、2007 年 11 月から開始され

ました。これはそれまでの制度よりは拡大され、検察官が関与しなくとも、国の費用で弁

護士を付ける、弁護士付添人が選任される制度となっています。 
 しかし、その対象事件は殺人や傷害致死、強盗などの重大事件に限定されており、しか

も裁判所が必要と認めた場合にのみ選任される制度になっています。つまり、窃盗や傷害

といった事件は対象になっていません。しかしながら、少年鑑別所に収容される少年の数

が も多いのは窃盗、そして２番目が傷害であります。また、少年院送致決定が も多い

のも窃盗、そして２番目が傷害事件なのです。 
 このため、国選付添人制度の対象事件は、鑑別所に収容される少年の約 6.2％、少年院送

致決定を受ける少年の約 12.2％にすぎません。窃盗や傷害など、殺人や強盗等に比べると

比較的軽微な少年事件で少年院に送致されるということは、それだけ家庭環境などの問題

が深刻である場合が多いのです。このような少年こそ、弁護士の援助が必要だと考えられ

ます。 
 成人の刑事事件であれば、窃盗や傷害も当然国選弁護人の対象になります。先ほど述べ

ましたように、捜査段階の国選弁護人、これには少年も含まれるわけですけれども、その

国選弁護人の範囲は拡大されます。そして、窃盗や傷害などが範囲に含まれることになり

ます。 
 それなのに、家裁送致後の国選付添人の対象事件は拡がりません。このため捜査段階で

国選弁護人に選任された弁護士は、窃盗や傷害事件の場合、国選付添人に選任されないと

いうことになります。 
 しかしながら、捜査段階での弁護活動というのは、当然家庭裁判所に送致された後の審

判を見据えたものです。被害者の方に謝罪したり、示談交渉を行ったりということも弁護

士が行いますが、通常捜査段階から家裁送致後まで継続して行います。 
 それにもかかわらず、家裁送致後には国選付添人制度がないというのは、大変おかしな
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制度だと言わざるを得ません。少年の国選付添人制度もぜひとも拡げる必要があります。 
 私たち日弁連や各地の弁護士会は、このように国選付添人制度が不十分な中、少しでも

多くの少年に弁護士が選任されるようにする取り組みを進めてまいりました。その一つが、

少年保護事件付添援助制度という弁護士費用を出せない少年のために、これを援助する制

度です。この制度により、少年は弁護士費用の心配をすることなく、弁護士の付添人を選

任することができます。 
 これは、 初は財団法人法律扶助協会の事業である少年保護事件付添扶助制度として、

1973 年に始まりました。 初は一部の地域のみで実施されていました。1995 年以降は、全

国の弁護士から特別会費を徴収して、当番弁護士等緊急財政基金を設立し、その基金の一

部が財源と位置づけられるようになりました。それ以降、この制度が全国に広まったので

す。当番弁護士等緊急財政基金は、今年の６月から、少年・刑事財政基金と衣替えをしま

すが、引き続き弁護士が毎月特別会費を負担し、いわば自腹を切って少年保護事件付添援

助制度を支えています。 
 少年保護事件付添援助制度を利用した付添人の数はどんどん増え、今では年間の弁護士

付添人の 80％以上がこの援助制度を利用しており、極めて限定的な国選付添人制度を補完

する役割を果たしています。しかし、本来は、この部分は国費で負担すべきものであると

考えます。 
 付添人を増やすためにわれわれが取り組んできたもう一つの制度が、当番付添人制度で

す。これは少年が希望する場合には、弁護士が１回に限り無料で面接し、少年が付添人を

選任する機会を増やそうとするものです。そのために家庭裁判所の協力を得て、家庭裁判

所が送致された少年を少年鑑別所に収容するという決定をする観護措置質問の際に、裁判

官からこの制度を説明してもらい、少年が希望する場合には、それを弁護士会に連絡する

という仕組みです。 
 福岡県弁護士会は、2001 年２月、全国に先駆けて少年鑑別所に収容される少年全員を対

象にした全件付添人制度を発足させました。このことにより、それまで約 20％だった弁護

士付添人の選任率が 90％に上昇いたしました。 
 その後、当番付添人制度を全国で実施しようという取り組みを進めてきました。その結

果、少し時間はかかりましたが、徐々に全国に拡がり、52 の弁護士会のうち、既に 49 の弁

護士会で実施し、残りについても実施を決定しており、全国実施といえる段階になりまし

た。具体的な実施状況は、【当番付添人制度の実施状況】をご覧いただければ、当番付添人

制度が全国に広がってきた経過がおわかりいただけると思います。 
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当番付添人制度の実施状況（２００９年５月現在） 
 
２００４年までに導入（１８） 
東京３会（全）、横浜（全）、埼玉、山梨県、兵庫県、和歌山、愛知県（全）、岐阜県（全）、

福岡県（全）、佐賀県（全）、鹿児島県、宮崎県（全）、仙台（全）、山形県（全）、岩手、札

幌（全） 
 
２００５年（４） 
長野県（全）、新潟県、広島（全）、大分県（全） 
 
２００６年（１０） 
千葉県、栃木県（全）、京都（全）、奈良、滋賀（全）、金沢、岡山（全）、長崎県（全）、熊

本県（全）、福島県 
 
２００７年（８） 
群馬、静岡県（全）、大阪（全）、富山県、島根県（全）、鳥取県（全）、沖縄、高知（全） 
 
２００８年（７） 
秋田、茨城県（全）、香川県（全）、福井（全）、徳島（必）、釧路、函館（全） 
 
２００９年（３） 
三重、愛媛（全）、山口県（全） 
 
近日中実施（２） 
青森県、旭川 
 
＊（全）は、身体拘束事件全件を対象とするもの（２９）。 
 （必）は、身体拘束事件中必要的弁護事件を対象とするもの。 
※なお、２００９年１１月現在では、青森県・旭川が実施ずみである。身体拘束事件全件

を対象とするものが、３４会となっている。 
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このような私たちの取り組みの結果、少年に弁護士付添人が選任される数は、近年急増し

ています。選任数の推移は、【図１】のグラフのとおりです。具体的な数字は【表１】のと

おりです。弁護士付添人の選任数は、長い間 2,000 人以下にとどまっておりましたが、1992
年以降、2,000 人を超え、増加を続けています。 
 
【図１】 

援助（扶助）付添人数とそれ以外
の弁護士付添人数の推移
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表１ 少年保護事件弁護士付添人数・扶助付添人数・比率の推移 

    

年 度 
弁護士付添人数 

① 

扶助付添人数 

② 
 比 率（②/①） 

1982 1,577 71  4.5% 

1983 1,469 57  3.9% 

1984 1,574 84  5.3% 

1985 1,565 80  5.1% 

1986 1,583 116  7.3% 

1987 1,502 119  7.9% 

1988 1,658 164  9.9% 

1989 1,694 308  18.2% 

1990 1,872 357  19.1% 

1991 1,967 389  19.8% 

1992 2,154 438  20.3% 

1993 2,270 531  23.4% 

1994 2,074 553  26.7% 

1995 2,116 677  32.0% 

1996 2,477 768  31.0% 

1997 2,968 973  32.8% 

1998 3,131 1,102  35.2% 

1999 3,149 1,274  40.5% 

2000 3,580 1,726  48.2% 

2001 4,068 2,429  59.7% 

2002 4,347 2,695  62.0% 

2003 4,584 2,929  63.9% 

2004 4,135 2,970  71.8% 

2005 4,358 3,593  82.5% 

2006 4,232 3,653  86.3% 

2007 4,149 3,744  90.2% 

    

※司法統計年報および（財）法律扶助協会事業報告書/日本司法支援センタ

ーの報告より作成 
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しかしながら、【図２】の円グラフを見ていただければわかるとおり、2007 年のデータで

も 4,149 人であり、少年審判を受ける全少年５万 9,697 人の７％にとどまっています。少

年鑑別所に収容されて身体拘束を受ける少年１万 2,391 人との対比でも 33.5％にすぎませ

ん。地方裁判所で刑事事件を受ける被告人の 98％以上に弁護人が付いているのと比べると

大きな違いがあります。 
 

【図２】 

弁護士付添人選任数

４，１４９人（２００７年）
少年審判を受ける
全少年に対する割合

鑑別所収容の少年に対
する割合

 
 

終的な決定別に見ると【図３】のグラフ及び【表２】のとおりです。刑事処分が相当

として検察官送致決定を受けた少年 356 人のうち 142 人、39.9％。少年院送致決定を受け

た少年 3,685 人中 1,282 人、34.8％などであり、検察官送致決定や少年院送致といった重大

な処分を受ける少年について、弁護士付添人選任率はいまだ低率にとどまっています。こ

のように、弁護士付添人の選任率が低率にとどまっているのは、国選付添人制度が不十分

であるからだと言わざるを得ません。 
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【図３】 

終局決定別の付添人選任率
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表２ 一般保護事件の主な終局処分別の弁護士付添人選任数・選任率（2007 年） 

     

 終局決定 総 数 
弁護士付添

人選任数 
選任率 

 総数 59,697 4,149 7.0%

 
検察官送致 

（刑事処分相当） 
356 142 39.9%

 少年院送致 3,685 1,282 34.8%

 
児童自立支援施設 

又は児童養護施設送致 
297 83 27.9%

 ※司法統計年報による    
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国選付添人の拡充を実現するためには、当然弁護士の側に増大する事件に対応できるだ

けの弁護士の確保、態勢整備が必要になってきます。私たちはこの間、様々な形で研修を

行うなどして、付添人活動を担う弁護士の数を増やしてきました。また、ご承知のとおり、

弁護士の数が急増しており、これまで弁護士の数が少なかった地域でもかなり増加してお

りますが、多くの新人弁護士たちが付添人活動に積極的に取り組んでおります。このよう

に担い手が増加してきたということも、先に述べた当番付添人制度が全国実施できるよう

になった一つの理由でもあります。 
 今回、被疑者段階の国選弁護人の対象事件が拡大されたことで、少なくとも捜査段階の

少年に弁護士が付く数は増えると思います。私たちとしては、捜査段階で付いた弁護士は、

家裁送致後にも付添援助制度を利用して、必ず付添人となって活動しようという取り組み

も進めています。 
 このように全国的な弁護士の対応態勢が整い、国選付添人制度実施の条件はできていま

す。ぜひとも早急に、少なくとも被疑者国選弁護人と同じ範囲までには、国選付添人制度

の対象事件を拡大する必要があります。そして、さらには、少年鑑別所に収容されて身体

拘束を受けた少年すべてに、その対象事件が拡大されるよう求めていきたいと思います。 
 おきざりにされた少年たちに、国選付添人制度が拡充されるよう、皆様のご理解とご協

力をお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。 
 

３．事件報告：大阪地裁所長襲撃事件 
前川 直輝（大阪弁護士会） 

 
 皆さん、こんばんは。大阪弁護士会の弁護士の前川と申します。今回、私と他の複数の

弁護士が関与しました大阪の少年の付添事案に関して、特に非行事実を争った事案に関与

した付添人の弁護士という立場で報告をしてほしいというご依頼がございましたので、今

から 15 分程度お話しさせていただきたいと思っております。 
 私自身は、研修所の期で 54 期でして、８年ぐらい弁護士をしております。さほど刑事や

少年事件をやっているものではありませんが、特に登録まだ間もない新人の頃にこの件が

発覚し、関与することになりましたので、すごく思い出深い話として記憶しております。 
 まず、配布資料についてご説明しますと、資料４の１枚目は、時系列表です。これは事

件が起こってから 終的に５人とも無罪で終わっておるのですけれども、その経過が書い

てございます。その後に、「主文」ではじまっている 11 ページの文書が、 終的に私が直

接付添人として対応した少年に対する 高裁判所の決定です。これは、家庭裁判所が出し

た少年が無実であるとする不処分決定に対して、検察官が高等裁判所に対して不服申立を

したところ、高等裁判所は検察官の主張を入れて少年に不利な判断をしたのですが、それ

に対して少年側が、 高裁判所に再抗告という不服申立をし、 高裁が、高等裁判所の決

定を取り消し、少年は無罪放免になったというものです。この決定は、 高裁判所のホー
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ムページからダウンロードしております。 
 まず、事件の概要なのですが、資料４の時系列表のところにも簡単に書いてありますし、

高裁判所の経過の説明でもある程度書いてあります。さらにマスコミの注目の事案でも

ございましたので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。今からずいぶん前、平成

16 年２月 16 日の夜８時半頃に、大阪市住吉区の路上で起こった強盗致傷の事件です。事案

が特徴的であったのは、被害者が裁判官、特に大阪地方裁判所の当時の所長の裁判官が、

自分の官舎の目の前の路地裏で被害に遭ったということで注目を浴び、当時ローカルの新

聞などでは、よく事件についての報道がされておりました。場所も住吉区というと、あま

りご存じでない方が多いかもしれませんが、閑静な住宅街で、静かな治安のよい場所だと

言われている場所でしたので、その点でも衝撃があったようです。 
 何が起こったかというと、裁判官に対して４人の高校生風の子どもたちと思われる人た

ちが、すれ違いざまに、うち１名が裁判官に後ろからタックルをして倒し、その結果、腰

の骨を折るような重傷を負わせたということと、それからまわりを取り囲んで殺すぞとい

うようなことを言って、当時差し出した現金の６万円あまりなどを強盗して盗ったという

事案です。 
 被害自体は当然本当にあった話で、本当に犯人はおるのですが、いまだに立件はされて

いません。警察は、大阪府警が捜査本部を立ち上げて、直ちに捜査を始めるのですが、時

系列表で２月 16 日の後、４月末、５月となっていますように、２か月あまり進捗がありま

せんでした。それはやはり事件が夜間であるということと、近隣に防犯ビデオはあるので

すが、鮮明さに欠けるという限界があったので、そこに映っている逃走経路と思われる方

面の不良交遊グループを中心に現地の警察が目星を付けて捜査をしていきました。 
 その中で、時系列表に書いてあります少年を含む５名の者が不良交遊グループの構成員

というか、メンバーであるということで、そのうちの１名、触法少年と書いてあるＤ君が

無理やり喋らされたのをきっかけに芋づる式に捕まっていったというのが流れです。 
 私が担当したのは、「少年」と書いた左端の欄の、当時 14 歳、中学生の少年です。学校

でいじめに遭ったりしたことで不登校になっていたという事情がありますが、素行が決し

てよいとは言いませんけれども、悪さばかりしているよう子でもないという印象でありま

した。 
 成人２名は、他の少年と日頃つるんでいて、全くかかわりがないということではありま

せんでした。後で問題になる犯人の風体との関連で申し上げると、成人Ｂという 29 歳だっ

た彼は、180 センチを超える、私なんかよりもずいぶん大柄な男性です。 
 私が担当した少年と、表の右側から２番目の少年Ｃというのは実は兄弟でして、少年Ｃ

君がお兄さん、私が担当していた少年が弟でした。 
 一番右のＤ君というのが 13 歳でしたので、刑事未成年ということで、刑事事件としては

立件をされず、補導されて児童相談所に送られています。Ｄ君が、先ほど申し上げた犯行

の中で裁判所所長にタックルをした直接の実行犯だとされている人間です。 
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 成人のＡ君は現場にいなかった、残りの４名で犯行に及んだというのが、警察側が立て

たストーリーです。 
 さて、私がどうして本件に関与することになったのかというと、その時系列表の 16 年６

月 17 日の欄に当番弁護士出動と書いてございますが、ここが私が関与したはじめての時点

です。 
 それまでの動きは、少年らが、取り調べをされて、口々に自白をさせられて、兄、弟の

順番で逮捕されました。その後、警察で 23 日間の取調べを受け、勾留をされて、家庭裁判

所に送致をされて、少年鑑別所に２人とも入りました。その段階で、私は当番弁護士の担

当になっておりましたので、出動して鑑別所にいる少年に会いに行きました。 
 しばらくはいつもどおり、私がどういう立場であるかとか、付添人を選任する意味であ

るとか、それから黙秘権その他の権利の説明をして、疑いのかかっている事実はどういう

ことなのかという話をしたところ、彼は、滔滔と、こういうことをしたんですという話を

するものですから、てっきり自白事件だと私も思いかけて、裁判官と示談交渉ができるも

のかというふうなことも考えていました。ところが、あに図らんや、私は、いつも聞くん

ですけれども、「実際のところどうなの」と、事案も事案なので、心配になって彼に聞いた

ら、30 秒か１分ぐらいずっと黙っていて、ぽつりと、「先生、実はやっていないんです」と

言い出したんです。そこではじめて、彼は否認の供述をしたというのが流れです。 
 彼は、 初からいきなり逮捕されたわけではありませんで、任意同行といって、任意で

ちょっと話を聞かせてくれというのが１日、２日あるのですが、その段階では 初やって

いないと彼は言っています。しかし、逮捕された後は終始一貫自白をし、自白の供述調書

を一貫して作成されています。 
 それは、後から記録を見ても、お兄ちゃんのＣ君も同じ状況ですし、Ｄ君にいたっては、

刑事事件になりますと勾留期間の制限がありますけれども、児童相談所ではそのような期

間制限がないというのは、少年にとってはデメリットで、いつまでも、どこででも取調べ

ができるという難点があって、Ｄ君の場合は 70 日以上ずっと、２日に一遍、ないし毎日に

及ぶような取調べを受けて、ガンガンと攻められた状況で、彼は弁護士の助けを得られず

に、耐えきれずに自白をしたという流れです。 
 私も少年に面会に行きまして、やっていないんだと言われましたので、知り合いの弁護

士２人に応援要請をして、共同で態勢を整えて対応することになりました。 
 それ以後の流れですが、一般的に少年事件は単独の裁判官１人で対応をされます。必ず

しも弁護士が選任されるわけではありませんし、検察官が大人の裁判のように必ず付くわ

けではありませんけれども、この件は否認をしたというのが家庭裁判所の調査官から伝わ

ったのか、合議事件といって３人の裁判官で審理し、検察官を関与させるという決定がな

されました。2000 年の少年法改正で検察官が関与する事案に関しては、国選付添人を付け

られるということに変わっておりましたので、国選付添人に選任をされかけたのですが、

３名選任をしてくださいと言ったら、裁判所から国選付添人は１名だけですと言われて、
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私たちのほうから断って、法律援助制度を使って、当時法律扶助制度ですけれども、３名

の付添人で対応をしました。 
 その間、非常に困ったことになったのは、お兄ちゃんのＣ君のところに、私が行ったの

と同じ日に、別の弁護士さんが当番弁護士で行っています。その日に彼は、その弁護士に

自白をしているんですね。弟と全く対応が違いました。しかも、家庭裁判所の一審の審判

までずっと自白を貫き通してしまいました。そのために、その裁判は弟と違って１人の裁

判官で、しかも結論がその日に出て、中等少年院に送致しますという有罪の宣告をされま

した。 
 私とそのお兄ちゃんの弁護士が同じ日に出動したのは、出動の依頼をしたのがお母さん

でして、お母さんが大阪弁護士会にお電話をされて、兄弟二人について当番弁護士の出動

要請をしたからです。このお母さんは自分で思いついて電話をしたのではなくて、成人Ａ

を担当した弁護人が、大阪でも全国的にも有名な弁護士さんで、押しの強い方でしたので、

成人は当初から否認をしていますから、少年にも否認をして頑張ってもらわないといけな

いということで、少年の母親に、弁護士を付けたほうが絶対にいいですよと、付けなさい

ということを強く言われて、当時は全く信頼関係がなかったのですけれども、そこまで弁

護士さんが言うならということで出動依頼をされたとのです。 
 ですから、今回問題となっている国選付添人制度にも大きく影響を与えるような事案に

はなるのかなという気はしています。 
 それで、結局お兄ちゃんはずっと自白を通したものですから、ともあれ審判がされて、

有罪の決定が出てしまいました。ところが翌週になってまた彼はやっていないんだと言い

出します。彼が言うには、「審判までに話をひっくり返すと、警察が念押しに来て、再逮捕

してくると。事前にそういう話を受けていたものですから、怖くてようひっくり返しませ

んでした」という話をしています。 
 それと似たような話は、私が担当した少年にもありまして、本来少年事件で鑑別所に行

けば、捜査の手から一旦離れるわけですけれども、警察は、補充捜査の名目で、しかも私

が選任された後にも取調べに鑑別所に行っています。当然裁判所は許可をしていますから、

私は後で抗議をしましたけれども、少年は警察官から、「何を言っているんだ、そんなこと

をしていたら承知をしないぞ」ということを言われています。このように、少年鑑別所に

入っていても、特に否認事件で、しかも少年だけじゃなく成人がかかわっているような事

件の場合は、捜査機関がアクセスするリスクがすごく高いのかなという印象を持っており

ます。 
 初動の段階でそういうことがあり、その後いろいろ頑張ったのですが、家庭裁判所は非

行事実に争いがある場合は、事実を認めるか認めないかという判断を先にするのが習わし

になっていまして、翌年の１月 31 日に一度心証開示ということで、非行事実があります、

つまり有罪という結論を示されました。私は慌てまして、いろいろ成人の弁護人とも相談

をしていましたら、現場近くというか、逃走方向すぐのところにある民家の防犯ビデオの
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DVD がありまして、その映像の解析をすると、どうやら身長がわかるらしいということが

記者などの協力でわかってきまして、とある専門の先生にご依頼をして意見書をつくって

いただいたところ、成人のＢ君は明らかに身長が大きすぎるということで、犯人性を否定

する材料に使えるのではないかという証拠が、そのタイミングで出てきました。そこで、

急いで意見書を作成して、家庭裁判所に掛け合って、一度そこで中等少年院送致の決定を

受けるリスクから解放されました。 
 その後は、時系列表では、少し時間が空いていますけれども、その間、成人の公判手続

で証拠調べが多数行われていまして、家庭裁判所でやることも同じですので、基本的には

そちらに進行を委ねて、その結果の調書などを引用して、証拠を整えた上で判断をしまし

ょうということで、少し停止をしていた期間があります。 
 終的な判断に影響を与えた証拠としては、先ほど申し上げた現場の防犯ビデオの話、

それから携帯電話のメールの履歴というのがあります。ビデオは先ほど申し上げたとおり

なんですが、いかんせん映像が不鮮明で、しかも上から撮られているものですから、身長

の解析は少し難があるということで、決定打にはなりませんでした。メールに関しては、

高裁の決定の文書にも出てきますので、詳しくはそちらに譲りますが、簡単に言うとＤ

君のお友達の女の子とＤ君が、その当時自宅付近で会って話を２時間ぐらいしていたと。

その間が犯行時間帯なので、アリバイが成立するというメールです。当然会って話をして

いますので、会っている２時間の間はメールがありません。ですから、直接的なアリバイ

かと言われると、そこは 高裁もお茶を濁しているのですが、ともあれ、会いましょうと

いう約束をするときと、楽しかったねというメールのやりとりとがあって、普通に考えた

ら間には会っているのではないかということがわかるような証拠です。 
 加えて、補足的に少し影響があったかなと思うのは、ここに書いた５名以外の少年も、

実は取調べを激しく受けていまして、自白をしていた者がいます。２名、３名おるのです

が、その者が結局警察の裏付けでアリバイなどがあって、関与していないということにな

るのですけれど、そういう者が自白をしているということは、裏を返せば、まことに苛烈

な取調べがなされたのではないかということは想像に難くないですよね。 
 それから、手続的には被害者に対して通常犯人を捕まえたら、この人ですねと写真でな

り、直接でなり、面割をしますけれども、今回は裁判官だったというのもあったのかもし

れませんが、一切していません。 
 しかも、捜査の端緒になったのは、同じ犯行時間帯の少し前に現場付近でカツアゲの未

遂が起こっていまして、それがちょうど４名のグループでして、おそらくこの４名とこの

本件の事案は同じ犯人ではないかと思われて、それをよりどころに捜査を開始していたの

ですが、その被害を受けたという人の意見を参考にしてつくった似顔絵があるんです。そ

れをもとに一番 初に少年を当たっていったのですが、その被害者が本件の公判、成人公

判の証言台に立つと、彼らではないということを言いました。そういうような消極方向に

働く多数の事実関係なり証拠が出たために、成人では２年後の平成 18 年３月 20 日に大阪
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地方裁判所で無罪判決が出ます。 
 ところが、無罪判決が出た３日後に私が担当していた少年は、少年院送致の決定を受け

てしまいます。このあたりからどうも、皆さんも聞いていておかしいなと思われるように

マスコミも騒ぎ出しまして、同じ事件でこれだけの事案で、成人のほうが無罪になってい

るのに、なぜ家庭裁判所は有罪なんだということですごく注目を浴びるようになりました。 
 その後の流れなのですが、当然不服があるといって抗告をしたところ、高等裁判所では

成人の無罪判決なども参考にして、疑いが甚だしいので家庭裁判所の決定を取り消して差

し戻しますということになりました。それが時系列表の下のほうで平成 19 年４月 26 日に

書いてある第一次抗告審というものです。これは実質無罪に等しいような決定書きでした

ので、われわれも安堵し、家庭裁判所の差戻審は、差し戻しをした高等裁判所の判断に拘

束をされますので、当然その既定路線に従って不処分決定を受けます。 
 ところが、改正少年法で認められた検察官抗告受理申立という制度がありまして、それ

で不処分決定に対して検察官が不服を申し立てられて、私の担当した少年は、２回目の高

等裁判所の審理を受けることになりました。 
 この頃には、確かに成人も検察官が控訴していましたので、無罪判決が確定はしていま

せんでしたが、世論も含めて明らかに無罪だろうという路線以外には考えられなかったの

ですが、高等裁判所は、 高裁判所の決定に出ているような警察の補充の調査によって作

成された補足説明の DVD などを取り調べていないというだけで、もう一度、家庭裁判所に

差し戻すという決定を出しました。 
それに対して、再抗告といって 高裁判所に不服申立ができるかどうかというのは、技

術的にも前例がなくて、それをどういう根拠でやるのか。やったときに見込みがあるのか

ということは、弁護団の中でも激しくやりとりをしたのですけれども、 終的には私のわ

がままでこのまま捨て置くのは許せないということで 高裁に上がりまして、 終的には

高裁判所で、要するに家庭裁判所の決定に対する検察官の不服申立に理由はないと。も

ともとの不処分、無罪だという決定に理由があるんだということで、無罪が確定した、不

処分決定が確定したという流れです。 
 自白をしていたお兄さんのほうは、残念ながら確定をしてしまいまして、少年院に２年

近く行っておりました。その間に大人の裁判でいうところの再審、少年法でいうところの

保護処分の取消の申立てをしまして、その件に関しても、当然取消の決定を受けて、検察

官の抗告はありましたけれども、それは棄却されて終わっています。 
 被害は実際にあったのに、少年たちは無罪になり、犯人が捕まっていないという警察の

体たらくなんですけれども、今回のシンポジウムとの関連でいうと、やはり弁護士を少年

に対して選任をするというタイミングにおいて、それは捜査段階、逮捕、勾留されている

23 日間の間というのはすごく重要ですし、この件でも唯一の証拠が少年たちの自白ですか

ら、そこがすごく大きい影響はあるのですが、家庭裁判所に送致をされて、少年鑑別所に

行った後は、こういう否認事件ではさほど切迫性がないのかというと、そんなことは決し
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てないのだと思います。それは私が担当したこの件だけではなくて、大阪でも同じような

事案を担当している弁護士がおり、同じようなことをおっしゃっています。 
 それから、後でおそらく触れられると思いますけれども、国選ということは当然資力に

難がある方のためにということが大前提ですが、私の担当した少年のご家庭は生活保護を

受給されていて、母子家庭でした。お母さんも生活に手一杯で、とても弁護士を頼むとい

う発想そのものが当初はなかったそうです。成人の弁護人から強く勧められたときも、い

くらかかるんだろうかとか、それを助けてくれる制度があるのか、国が出してくれるのか。

国選弁護人なんていう言葉はご存知でも、それと同じようなことがあるのかもわからず、

結局私からご説明をして、そこではじめてお金がかからないということをご理解されたわ

けです。逆に言うとその成人の弁護人が強く勧めなければ、依頼をされなかった可能性が

あります。それは国選付添人制度のように裁判所の判断で選任されるシステムであれば、

その問題はなくなりますけれども、少年の側に判断を委ねている現状のシステムですと、

被疑者国選の制度が始まっていますから、被疑者国選弁護人が選任された場合には継続し

て弁護士が途切れるということはないのかもしれませんけれども、財政的な問題の懸念で

あるとか、それから警察の捜査段階では国選で、家裁に行ってからは国選はなくて私選で

法律援助の制度を使うといういびつなシステムになるのはいかがなものかなということは

私なりに思います。 
 弁護士の選任については、特に争いがある事案の場合は、初動の捜査の重要性と同様に

初動の防御の重要性がすごく大きい。この件でもすごく大きかったのですけれども、そう

いうためには事案によって本来的に私の希望を言えば、全件において少年が少しでも不服

を感じているのであれば、弁護人を、もしくは付添人を選任するべきだと思っております。

まして、成人よりも保護の範囲を狭くするというのはおかしいなと思います。特に否認の

場合は、少年が自白するということに関して 高裁の決定でも 後のほうに書いてありま

すけれども、防御力は小さくて、目の前の大人の意見に流されやすいということは、これ

まで何度も歴史的に言われていることですから、それに思いをいたすのであれば、成人と

同じような保護を受けてしかるべきではないかなというふうに思います。 
 私の報告は以上です。 
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４．パネルディスカッション「弁護士付添人の役割と拡充への取組み」 
毛利 甚八（ライター） 

前川 直輝（大阪弁護士会） 

大谷 辰雄（福岡県弁護士会） 

金子 祐子（横浜弁護士会） 

  

 
 
（毛利） こんにちは。毛利です。 
 今日、会場に弁護士さんでない方はどのくらいいらっしゃいますか。弁護士さんでない

方。結構いらっしゃいますね。わかりました。国選付添人制度を語るにあたって、まず

初に、そもそもこれまで行われている付添人制度というのが、どういうものなのかという

のを確認しながら話を進めていきたいと思っております。もし、すべての人が弁護士さん

だと、そういうことをする必要もないので、どうなのかなと思っていたのですが、たくさ

んいらっしゃいますので、その手順で進めさせていただきたいと思います。 
 付添人活動というのは、家庭裁判所の審判というのが非公開ということもあって、なか

なか一般の人に知られていないし、そのイメージというのがわかないものだと思います。

この付添人というのが、一体どんなことをしているんですかというところから始めたいと

思うのですが、付添人活動の基本的な流れというのを大谷さんのほうから説明していただ

きたいと思います。お願いします。 
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（大谷） 福岡県弁護士会の大谷です。ごくごく簡単に説明させていただきますと、まず、

先ほどの大阪地裁所長襲撃事件のように、非行事実に争いがある事件と、非行事実に争い

のない事件、いわゆる否認事件と自白事件に分けれるだろうというふうに思います。 
ただ、争いがないというふうに思ったとしても、先ほどのお兄さんのケースと同じよう

に、捜査機関、あるいは家庭裁判所に対して自白しているけれども、実際にはやっていな

いというケースもあります。私が経験した事件でも同じように恐喝事件で、家庭裁判所で

は自白のまま決定を受けて、抗告審で否認、そして非行なしという決定を受けた事件もあ

ります。したがって、付添人としては、本当にその子がやっているのかやっていないのか。

それはただ子どもの言葉だけを聞いて判断するのではないというふうに思います。 
 非行事実に争いがある事件については、大体想像できると思うのですけれども、徹底的

に少年に寄り添って非行事実の存否について争っていくと。もう一つの非行事実に争いが

ない、実際にその非行を犯しているという少年の場合に、付添人がどんなことをするのか

ということが問題になるのだろうと思います。 
それぞれの付添人のやり方があるだろうというふうに思うのですけれども、私が実際に

やっているのは、少年に会って、少年からいろんな話を聞く。もちろん事件についての話

も聞きますし、家庭環境や友達のことや職場のことも話を聞きます。その中で、これから

どう審判に向けて少年の考え方、あるいは行動にどんな問題があり、どこをどう変えてい

く必要があるかというふうに考えるわけです。 
 まず 初に、少年の長所の発見。少年にどんな優れた点があるのかという点を一生懸命

探します。少年の欠点は、これまで親から、学校の先生から、警察から、すべて毎日叱ら

れ続け、指摘されている子どもが圧倒的に多いので、少年にどんな隠れた長所があるのだ

ろう。その長所が少年のこれからの自信につながっていけばいいなというふうに思いなが

ら付添人活動をします。 
 もう一つ、これが調査官との一番違いだろうと思いますけれども、少年、あるいは少年

の家族に対して、どれだけ働きかけをしていくか。二度と再非行をしないようにしていく

ためには、何がどう変わっていかなければならないのかという点を追求していくことだろ

うというふうに思います。もちろん職場を探す、学校との関係が悪ければ学校の先生と話

し合いをする。親と対立しているときもたくさんありますので、そのときに親との調整を

する。これも付添人の年齢によって違ってくるだろうと思います。私ぐらいの年になると、

親の苦労もよくわかるんですね。毎日毎日何を注意しても聞かない。そういう苦しんでい

るお母さん、お父さんの立場に立ちながら、それでもあなたしかこの少年を一生面倒見て

いく人はいないんですよという形で働きかけをしていきます。そういうことで、究極的に

は少年にできる限り社会内で立ち直ってもらう。そのために必要なことをしていくという

ふうに考えています。 
 いつも言っていることですけれども、家庭裁判所はあくまで教育機関であり、福祉機関

であって、単なる司法機関、判断機関ではない。地方裁判所と決定的に違うのは、そうい
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う機能を持たせるために少年事件を家庭裁判所に委ねた。しかし、現実がそうであるかど

うか。家庭裁判所調査官がその子に積極的な働きかけ、家庭に対する働きかけをどれだけ

しているか。その子の長所、短所を羅列して意見書を書いて、その意見書をもとにして裁

判官が判断していないか。そのチェックができるのは付添人しかいないのではないかなと

いうふうに私は考えています。それで、付添人活動は必要だし、現実に多くの弁護士が汗

水流しながらこの付添人活動をしているのではないかなというふうに思っています。 
（毛利） ありがとうございました。実は僕は大分県のある少年院で篤志面接委員をやっ

ていまして、月に一回出かけてウクレレを教えているのですけれども、そのウクレレ教室

にある少年が、いつも 12 人ぐらいなんですけれど、新しく入ってきまして、中間期の子な

のですが、何もしないんです。椅子に座って、まるで植物人間のように目を見開いたまま

無反応で、１時間半僕の授業のときに部屋の一角に座り続けているんですね。あの子はど

うしたんですかと聞いたら、この子は家裁で、窃盗で審判にかけられて、非常に態度が悪

いというので、４年で送られてきたと。傷害致死や殺人でもないのに４年というのは、い

かにもバランスが悪いので、僕ははっきり言ってどうにかできないのかと思って、元裁判

官の方に尋ねてみたのですが、まあ、そういうこともあるかもしれないという答えでした。

女性の裁判官が審判をしたそうですが、その男の子も体が大きくて非常に迫力のある子な

んですね。おそらく何か、やっぱり裁判官の心証を非常に悪くしたような経緯があったの

だろうと推察しているのですが、付添人はいないと思うんです。これに付添人が付いてい

たらどうなっていたんですかね、大谷さん。可能性の話で申し訳ないのですが。 
（大谷） 付添人が付けば家庭裁判所がすべて付添人の意見を聞くというわけではないの

で、結果としてどうなるかということは予測できません。しかし、本当に少年院に行く必

要があったのかどうか。家庭裁判所の審判のときに、どうしてそういう態度をしたのか。

そこら辺が、それだけではちょっとわからないのですけれども、付添人が付いておれば、

先ほど言いましたように、その子にとって多分足りない点はあったんだろうと思うんです

けれども、その足りない部分をどうやって克服していくのかという観点で付き添っていく

わけですから、審判廷での状況も違っていたのではないかと思います。 
 それと、もう一つ重要なのは、少年は自分の言い分を何も聞かれないまま、結局今少年

院でこういう生活を強いられているということだろうと思うんですね。仮に同じ少年院送

致になるとしても、自分の意見をきちんと家庭裁判所に伝え、そのうえでの結果という場

合と、何も自分のことがわかってもらえないまま判断をされたというのでは、その後の立

ち直りについても大きく影響があるのではないかというふうに思います。 
 われわれは、同じ少年院に行くのでも、きちんと少年の言い分を伝え、その上で、もち

ろん不服があれば抗告する、できる限り納得した上で少年院に行く、それが少年の将来の

ために必要だいうふうに思っています。どういうケースでそんな理不尽な結果になったの

かはわからないのですけれども、付添人が付いておれば、そうなる可能性はかなり低かっ

たのではないかなというふうにしか答えようがないのですけれども。 



－19－ 

（毛利） ところで、その付添人が少年事件に付く確率というのは、昔は非常に低かった

わけですね。よく弁護士さんに、どうして「家裁の人」には付添人は出なかったのかとい

う質問をされることが多いのですけれども、僕はちゃんと統計を見ていまして、当時、0.5％
だったんです。だから付添人はほとんど付いていないんだという認識はちゃんと持って書

いています。その状況がこのところ変わったということを確認したいのですが、福岡では

2001 年の２月１日から、全件付添人制度というのを始められて、800 人いらっしゃる弁護

士さんのうち、かなりの数の方が付添人として活動されているということです。大谷さん

にその全件付添人制度を始めたいきさつと、それから今現状としてどういうふうに運営さ

れているのかということを報告していただきたいと思います。 
（大谷） 私が喋るのは 初だけですから、あとは黙っておきますので、もうちょっと聞

いておいてくださいね、聞きたくないでしょうけれども。 
 すごく福岡県弁護士会では簡単に決まったんですね。それは、少年が保護されすぎてい

るという世論があって、検察官関与の事件もつくろうと。要するに少年にもっと厳しくし

なければならないというのが世の中の流れです。当時がまさにその時期でした。 
 そうではない。せめて子どもにも大人並みの権利を保障する必要性があるのではないか。

大人には国選弁護人が付く。しかし、子どもには弁護士すら付かない。弁護士も付かない

で少年院にほとんどの子どもが送られている。これはあまりにもひどいだろうという発想

です。 
 それで、私たちができることというのは何だろうかということで、積極的に付添人にな

っていこう。少なくとも鑑別所に入れられた子どもについては身体拘束を受けているわけ

だから、そこに弁護士が付かないということは許されない。それで、すべての子どもに付

添人を付けることにしようと。そうすることが将来、国選付添人制度を発足させる原動力

になるであろうと考えたわけです。これは今、国選付添人制度ができたから言っているの

ではないんですよ。私たちが当時書いた「非行少年と弁護士たちの挑戦」という本を読ん

でいただければ、はっきり検証できます。当時から私たちはどうしても国選付添人制度を

つくるんだという目的で、まずできるところからやっていこうと思ったのです。できると

ころというのは、東京三会、大阪、福岡、横浜、名古屋、ここら辺だろうと。まず自分た

ちがやってみて、そうすればどこかよそもついてきてくれるはずだということで始めまし

た。 
 その結果、どれだけ実績が上がったか。それは観護措置件数はどれだけ減ったか。ある

いは少年院送致率がどれだけ減ったかというようなことも、一応実証的研究ということで

本も出しているのですけれども、本当のところはわからないです。裁判官の影響力という

のは非常に大きくて、すぐに付添人がついたことが結果として表れるものではないのです

けれども、少なくとも福岡本庁においては、鑑別所に入れられた子どもたちの８割、９割

は確実にカバーしています。支部でもどんどん拡がってきていますので、全体としても７

割ぐらいの少年には付添人を付けることができている状況だというふうに思います。 
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 そして、それまで付添人などしたことがないというベテランもたくさん参加してくれま

した。若い人がどんどんやってくれるというのは、いろんな単位会でほぼ共通だろうと思

うのですけれども、福岡の場合は発足時にすべての弁護士に声をかけ、たくさんのベテラ

ン弁護士も参加してくれました。そして、そんなことしたって無駄だとか、変な付添人が

付くくらいだったら付かないほうがいいとか、いろんな声もありました。特にお金がかか

るからですね、弁護士がお金を出し合ってやっていくという制度ですから。そのため、そ

こまでしなくていいという声もなくはなかったのですけれども、その反対の立場に立って

いた弁護士が、それでも積極的に参加してくれて、付添人活動をやってくれています。そ

の人から、「本当に少年事件で付添人の要らない事件なんてないよね。」という言葉を聞い

たんですよね、やった付添人の弁護士から。それが非常にうれしくて、私たちがやったこ

とは間違いでなかったし、今回非常に極めて限定的ではあるけれども、国選付添人制度が

立ち上がったことに、少しは寄与したのではないかなというふうに自負しているところで

す。 
（毛利） 少しお金の話をしたいのですが、全国的に弁護士会、日弁連の単位ですかね、

弁護士さんが月に 3,100 円ずつお金を出して合ってプールしたお金を、お金のない被疑者

もしくは少年という人たちのために、昔法律扶助と言っていましたが、法律援助制度とい

うのがあって、弁護士会でプールしたお金を弁護活動する弁護士さんにお金を払うという

制度になっているんですね。これが８万円ですか、大体１件が。６月から 10 万になるそう

ですが、これまでは８万円だった。 
 福岡弁護士会の場合は、さらに福岡県弁護士会の弁護士さんが月に 5,000 円ずつお金を

出し合って、付添人活動をする人に８万円プラス４万円の報酬が払われるようなシステム

になっているということでよろしいでしょうか。今まではそうだったと。そうすると、こ

れからは 14 万円になるということですか。 
（大谷） 今後は福岡県弁護士会の負担分を入れて 12 万円になります。その他試験観察で

あったりとか、出張する事件であれば手当を確保する必要があるということで、先日、こ

の 5,000 円を継続するか否かということを弁護士会で決めたのですけれども、そのときも

反対する人は１人もいませんでした。 
（毛利） ところで、弁護士に依頼する側、少年もしくは少年の保護者というごく一般の

人々は、弁護士とお付き合いのある人というのは、少ないと思います。付添人として弁護

士を雇うということに、やっぱり金銭的なおそれとか、そういうものを感じていらっしゃ

ると思うのですが、そういう親御さんには、福岡県弁護士会ではどういうアプローチをし

ているのでしょうか。 
（大谷） これはもう多分全国共通だろうというふうに思うのですけれども、まず少年に

会いに行きます、当番付添人として。少年はお金のことを心配します。今まで散々親に迷

惑をかけているのに、これ以上親に迷惑をかけることはできないという気持ちですね。そ

れで、 初にお金のことを説明して、お金はかかりませんと。余裕があれば、後で弁護士
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会のほうに寄付してくださいと。だから、お金のことを心配しないでいいから、自分のこ

とを考えなさい、早く立ち直るようにする必要があるんじゃないですかという話をします

し、親御さんのほうにも少年と会った直後、すぐ話をするのですけれども、親御さんもや

っぱりお金のことを心配します。大抵の子どもが経済的に恵まれていない家庭の子どもで

すから。親御さんに対しても同じようにお金のことは心配しないでください、そのかわり、

あなたも一生懸命頑張ってくださいというような話をして付添人に付くということです。 
 したがって、少年から面会依頼があった事件については、ほぼ 100 パーセント付添人が

付くという形で運用しています。 
（毛利） 福岡の取り組みというのはすごい実績だと思うのですけれども、よく私など、

いろんな弁護士会に呼ばれて行くと、宴会の席で必ず、この人は少年事件を一生懸命やっ

ている人ですという紹介をされて、必ずそういう方が１人いらして、貧乏なんですという

話が出てくるんですね。しかし、福岡の場合、800 人の会員のうち 500 人ぐらいの方が活

動されていて、年間に大体どのくらいの少年事件をてがけ、他の仕事とのバランスがうま

くいくのかどうか、経済的にうまくいっているのか。そのあたりはわかりますか。どのく

らいの事件をされているのかというあたりから紹介していただければと思います。 
（大谷） 福岡の場合は 500 人ぐらいが登録して少年事件もやりますというふうに言って

くれているので、平均しても年間２件ぐらいで、私はこの全件付添人制度を始める前とい

うのは、年間 10 件は軽くやっていたのですけれども、今は１件か２件しか回ってこないで

すね。今年もまだ１件もやっていないです。 
確かに経済的にペイする仕事ではないのですけれども、福岡の場合は、お金が儲かって

いる人がたくさんやっているんじゃないかなという、言い過ぎかもしれませんけれども、

特にお金のことで今のところは問題になっていません。それに余りあるものが多分あって、

若い人も一生懸命やってくれているのではないかというふうに思っているところです。 
（毛利） ありがとうございました。福岡の取り組みを伺いましたが、次は横浜弁護士会

の金子さんに伺いたいと思います。横浜弁護士会は、会員が約 1,000 名ということで、付

添人制度に対する取り組みかたや熱意、熱心な付添人活動をしている弁護士さんの割合、

そのあたりの弁護士会全体の空気をまず教えていただければと思うのですが。 
（金子） 横浜弁護士会の金子と申します。横浜弁護士会は会員が 1,000 名程度で、成人

の刑事事件も含めて当番弁護士が、正確な数ではないのですけれども、500 名程度が登録を

しています。そのうち、少年事件の名簿というのがあるのですけれども、その名簿に登録

されている方が大体 100 名程度なので、10 分の１ぐらいという形で、担い手自体はどちら

かというと少ないほうなのかなというのが私の印象です。 
 ただ、実際に横浜弁護士会で子どもの権利委員会の委員のメンバーが中心ではあるので

すけれども、少年事件をやっている方それぞれはとても熱心な方が多くて、子どもで、こ

れは絶対弁護士が付いていないといけないだろうという事件については、横浜で何とかそ

のメンバーたちでやりくりをしているという状況です。 
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 ですので、先ほど福岡では年に１、２件ではないかというお話でしたが、逆に横浜では

年にかなりの件数をやっていらっしゃる方が多いのではないかなというふうに思っていま

す。 
（毛利） 金子さんご本人は、どのくらいの割合でやっていらっしゃいますか。 
（金子） 私はちょうど今弁護士になって３年半ぐらいなんですけれども、私は今、年に

多分５、６件程度しかやっていないので、多分今は 20 件ちょっとぐらいです。その間ちょ

っと大きな事件をやっていたので、少年事件は１件だけにしたりとか、抑えてこれぐらい

なので、同じ年数の方であれば、年に 10 件程度やっている人もいるのではないかなと思い

ます。 
（毛利） 年間５件やるのが少ないかどうかちょっとわからないですね。たくさんの人が

弁護士さん活動をすれば、５件でちょうどいいのかもしれないし、２件でもいいのかもし

れないし、そこの全体なのか、一部の人が活動するのかというのが、やっぱり大きなこの

国選付添人にかかる大きな問題なのかなと思いますが、金子さんが担当された事件のケー

スを報告していただこうと思います。 
（金子） 今までやったケースの中で、やはり弁護士がどうしても必要だなというふうに

痛感をしたケースについて、ちょっと２件ご報告をさせていただきたいと思います。 
 両方とも在宅試験観察のケースになります。在宅試験観察というのは、１回の審判で

終的な処分が決められない場合に、一旦家とか社会に戻して、少年の様子を見ながら 終

的に処分をどうするか決める制度なんですけれども、いずれのケースもこのケースになり

ます。 
 １件目は、女の子の傷害の保護事件です。原因は、女の子たちが自分の彼氏の悪口を言

ったという被害者の女の子を呼び出して、共犯５名で１人の子を暴行して、全治数か月の

傷害を負わせたというもので、かなり暴行の態様はひどい状況だったんですけれども、じ

ゃあ実際にこの非行の原因が何であったかというと、その女の子（少年）自体は小学校の

頃からいじめを受けていて、また家庭の中でそれを受け止めていたのですけれども、家庭

の人自体がかなりエリートで、親戚もエリートだったために、自分の居場所が結局なくて、

外に出て交遊関係が荒れて、こういう事件を起こしてしまったというケースなんです。こ

のケースで 終的に在宅試験観察のときに、まず何をしなくてはいけなかったかというの

が、家族との調整ですね。親御さんと口もきかないような状態でしたし、家に帰っても部

屋に閉じこもって、あとは夜に外に出るという生活を繰り返していたので、少年自体は何

とかその生活を変えたいとは思っているけれども、親に対して何と言っていいかわからな

いというのと、親がかなりエリートでしたので、そういう自分を受け止めてくれるかどう

か、すごく不安なんだということを話していまして、その調整がまずは第一だなというふ

うに思いました。 
 あとは、高校には行っていなかったのですが、ちょっと学校に行ってみたいと言い始め

たので、新たな交遊関係を築くというのはすごい重要なことだろうと思って、学校探しを
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しようという、主にその２点を在宅試験観察中に取り組みました。一番はじめの家族との

調整ということについては、調査官と協力をしながら、親御さんと少年双方の話を聞きな

がら、どうしてここまでの行き違いがあったのかという形で、結構お家にも通って家族と

一緒に２、３時間話し合ったりとか、そういうこともして、家庭裁判所の調査官は、家庭

裁判所に少年に来てもらって、親御さんにも来てもらって話をという形で定期的にその話

し合いを繰り返していったという感じです。学校探しについては、家庭裁判所ではできな

いので、付添人のほうでやってほしいということでしたので、どういう学校に行こうかと

いうところから、一緒に子どもと探して、弁護士というわけにはいかないので、学校見学

にも親戚の人間という形で、一緒に探しに行って、無事学校も見つけて、試験も受かった

ので、試験が受かったからじゃあ 終的にもう一回審判をしましょうという形で、無事に

保護観察というふうになったケースがあります。 
 あと、もう１件も似たような形ではあるのですけれども、もう一方のほうは、ぐ犯の少

年でした。ぐ犯というのは、実際には刑法とかに書いてあるような行為をしているわけで

はないのですけれども、そのような行為をするおそれがある子を前もって保護することに

よって、非行を起こさないようにしようというためにぐ犯というのが設けられているので

すが、そのぐ犯で家庭裁判所に送致された男の子です。 
 この子も家庭環境がとてもかわいそうな状態で、基本的に実父と実母と一緒に住んでは

いたのですけれども、実父自体は幼少時からほとんど交流がないような状態で、仕事仕事

の生活を送っていまして、少年が高校生の頃にお母さんが亡くなってしまったんですね。

これは病気が原因ではあったのですけれども、実父は少年が今まで迷惑をかけたから、お

前が殺したようなものだというような形でかなりずっと少年に対して言ったりしていて、

亡くなった後はお父さんと２人での生活になったのですが、自宅にいてもお父さんとは会

話はもちろんないですし、ご飯の準備もしてくれませんから、全部自分でやるようになっ

て、結局はそういう家ですので、いたくないという形で外に行くようになって、今回補導

された後に家庭裁判所に送致されたというケースです。 
 これも同じように、やはり家族との調整がしなくてはならなかったのですけれども、や

はりもうそこまで壊れてしまったので、もう父親と一緒に住むということはあり得ないと

いう話で、お父さん自身もはっきり、この子と一緒にいるのは無理なんだと言っていて、

家族調整がかなり難しかった状況です。そこで、家を探すということになりました。これ

についても、家庭裁判所に報告をしたら、家庭裁判所ではできないから、付添人がやるん

だったら在宅試験観察にしますよという話がありましたので、ここでこの子を放っておい

て、この子がひとりで探せるわけではありませんので、在宅試験観察にしてもらって、そ

の後家を探していきました。 
 このケースはちょっとどうしても希望する物件がなかなか見つからなかったために、家

裁がしびれを切らして、もう審判をしたいんだと。だから、あとはちょっと付添人のほう

でやってくださいみたいな形で言われて、別に付添人としても、審判が終わったからじゃ
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あさよならというつもりはなかったので、わかりましたという形で審判を迎えました。審

判では、生活自体はちゃんとできるようになったので、不処分という結果になり、その後

も家を探して、家が無事に見つかりました。その後は落ち着いた生活を送るようになった

というものです。 
 他にもいろいろなケースがあるのですけれども、この自分のケースを通して、やはり思

ったことというのは、やはり家庭裁判所というのは、先ほど大谷さんがお話をしてくださ

ったように、福祉的な機関ではあるのですけれども、家庭裁判所ではどうしてもできない

ということが、特に家探しだとか、学校の調整、職場の調整というのは、どうしても家庭

裁判所ができない部分があるので、どうしてもここは付添人がやっていかなくてはならな

いところだろうというふうに考えています。 
 あとは、このケースで、先ほど少年が親と仲直りしたいけれど、どうしたらいいかわか

らないんだというような内容というのは、調査官にはやはりお話はできなかったんですね。

何度も鑑別所に通って他愛もない話をしていく中で、ようやく私に話をしてくれて、調査

官に話したのと言ったら、調査官はやっぱり処分決める人だからという、やはり少年はど

うしてもそういうイメージがあるので、話せないんだという形がありましたので、調査官

には聞けない、付添人でしか聞けないような内容というものもあるんだなというのは、や

はり感じています。 
 あとは、特に思うのは、非行事実で付添人の必要性が変わるかというと、それは変わら

ないのではないかなと思います。これは成人と大きな違いがあるかと思うのですけれども、

後にお話ししたケースとかぐ犯ですので、犯罪行為はやったことがないことは明らかな

のですけれども、やはりその原因は何かということを探っていくと、どうしても付添人が

必要だというのがありまして、これはやはり成人とは違って、どんなケースであっても、

付添人というのは必要なんだなというのを痛感いたしました。 
 私が今まで３年半という、かなり短い期間ではあるのですけれども、その中で付添人活

動をして感じたというのは以上のとおりです。 
（毛利） ありがとうございました。情熱的な付添人活動をしていらっしゃるということ

がよくわかりました。 
 金子さんは、今後も儲からない付添人活動をしていきたいと思っていらっしゃいますか。 
（金子） 大人よりも子どものほうが正直で、おもしろいので、私はやっていきたいなと

思っています。 
（毛利） ありがとうございました。僕も少年院で感じているのですけれど、子どもと付

き合うのはおもしろいんですよね。非常におもしろいので、つい採算を度外視して、いろ

んなことをしてしまうという気持ちは非常にわかります。 
 では、大阪弁護士会の前川さんに、大阪弁護士会の付添人活動の取り組み、全体的な様

子を報告していただきたいと思います。 
（前川） 私は大阪に所属しておりますので、大阪の状況ですが、そんなに私がメジャー
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な活動に関与しているわけではないので、端から見ていてという無責任な言い方ですが、

3,000 名以上会員がおるのですけれども、やはり例に漏れずに、あまり年の上の方というの

は、一つに余り経験がないことをやってしまって、ミスをしては責任が持てないというの

もあるのでしょうけれど、関与されることは少なくて、逆に若い人は登録の率が極めて高

いということです。 
大阪の特徴としては、弁護士になる前に研修所の期間があって、トレーニングをぎっち

り受けるのですけれど、その研修が刑事事件の公判、捜査ありますし、少年事件の流れに

ついてもあります。半日ぐらい取って熱心にやるのですけれども、大阪で関西人ですので、

和気藹々と楽しく、冗談も交えながら実例を通してやられるコースでして、私も結局そう

いうものに関心が持てたのは、そういう先輩たちの指導があってということですし、結局

若い人を増やそうと思ったら、まずはやりがいを具体的にイメージをしてもらうというの

が先決だろうということで、結果的に会員の割合にして、特に 近の登録率は高いのでは

ないかなと思っています。 
 件数は人によって大幅に違うとは思いますが、少年事件は決して何か片手間にできるこ

とではないとは思いますので、というのと、それとそんなに固定客がいてというのでは困

りますので、基本的には当番弁護士のついでに少年が回ってくるということが多いです。

私なんかも登録はしていますけれども、年に大体２件、３件、当番弁護士に何回か行った

ら、子どもに当たると。そのうちかなりの確率で受任をしてやっていくということが多い

です。 
 国選付添人の制度が一部分で始まっていまして、その選任依頼も家庭裁判所から来たと

きに、委員会のメーリングリストで流すと、一両日中に手を挙げる人が出てきて対応して

いるということで、何とか回っているのかなという印象です。 
（毛利） 前川さんは、少年事件をずっとやっていきたいと思っていますか。 
（前川） やっていきたいですし、やらなければならいだろうと思っています。理由の主

たるところは、金子さんがおっしゃったように、希望が持てると、大人に比べると。幾度

となく、私も８年やっていると裏切られることは多数あるので、それは子どもさんでも同

じなんですけれども、まだなんか許せる、そういうところがあるんですね。 
 あと、子どもさんの場合は、先ほどの金子さんの紹介された事例にもあるように、私自

身も大谷先生もだと思いますけれども、ほとんどの場合家庭環境なりに問題があるんです

ね。それを考えていると、私自身振り返っても人ごとではないなという気はしていまして、

だれでも、特に大人の犯罪だって共感を持たないとだめだと思いますけれども、子どもに

関してはご本人だけの問題ではないだろうという点で、やはり自分としても、たまたま幸

運でここまで来れたのかもしれないなというところでやりがいを感じています。 
 儲からないという話は、特に関西の人は敏感なんですけれども、決してそんなこともな

いかなという例を一つ挙げると、特に金子さんのように、現場に行くといろんな関係の人

に会います。私なんかもよくあったのは、17、8 歳になると仕事をしている子も多くて、職
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場にもう一回ちょっと頭下げるから雇ってくれというようなことで足繁く通うと、そんな

に弁護士が一般の企業に足を運んで１人の子どものために何かやるという姿も見られない

ことです。中には気の合うおっちゃんもおって、じゃあ先生、何かあったら今度頼むわと

いうことで、結果的に顧問先になったところもちらほらあるのですよ、本当に、冗談みた

いですけれども。それを目当てにやるのではいけませんけれども、お金を考えていたら、

弁護士としてはよくないことだと思いますが、ただ、やることをちゃんとやっていれば、

だれか見てくれて、世の中悪いようにならないのではないかなというふうに、ちょっと

近思うようになってきて、そういうことでも、逆に手を抜けば、その事件だけの５万だ、

10 万だという話で終わってしまいますので、そうならないようにまじめにやって、やりが

いを持って続けていきたいなと思っています。 
（毛利） ありがとうございます。ここに、福岡県弁護士会が編集した「少年事件付添人

マニュアル」という本があるのですが、この中に博多の大谷か、名古屋の多田かと言われ

て、多田元
た だ はじ め

さんという元家裁判事出身の少年事件を熱心にやっていらっしゃる弁護士さん

がいらっしゃいます。本の冒頭に、多田さんの大変すばらしい、少年事件について書かれ

ている論文があるのです。この中にある暴行事件を起こした少年と長い間付き合っている

うちに、少年の生育歴の中に、父親の虐待があることを発見して、拘置所の中で２人で泣

いたというところがあって、僕は今日ここに向かう新幹線の中で、読みながら泣いてしま

ったんですけれども、今ここで聞いてきた付添人の活動にしても、普通の人が弁護士活動

に抱いているイメージよりも、はるかに幅が広いですよね。 
今、ざっと聞いた中だけでも、法律家としての機能、これは第一義的なものでしょうけ

れども、それからカウンセラーのような機能、それから金子さんが報告されたようないろ

んな生活の環境を整えるような仕事、親戚のような機能、こういう機能をたくさん持って

やっていかなければいけないのが付添人なんですね。そのあたりの幅広さというのが、仕

事としてやっぱり非常に重いという部分もあると思うのですが、そのあたり大谷さん、弁

護士はどこまで付添人をやればいいのかということ、大変難しい問題ですが、ぜひ語って

いただけるとうれしいんですけれど。 
（大谷） 名古屋の多田さんのように、本当に少年に寄り添って、その子と一緒に頑張っ

ていこうという形でやれれば、これは理想、付添人の鏡だろうというふうには思うんです

ね。でも、私はちょっと多田さん病気じゃないかなというぐらい、思っている。私も一緒

に裁判官やっていて、裁判官当時から多田さんは知っていたんですよね。みんながみんな

多田さんみたいにしたら、みんな干上がっちゃうんじゃないかなというふうに思いますの

で、それはそのときの自分の事件の手持ちや忙しさで、その少年でどこまでやれば大丈夫

というような点もあって、本当にケース・バイ・ケースではないかなというふうに思いま

す。 
 当初、福岡で全件付添人制度を始めるというときも、やっぱり名古屋、横浜等には、少

年事件のプロがいるわけです。少年族という、少年事件が命というような人がいて、その
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人たちはそんな薄っぺらい付添人活動なんか意味ないじゃないかという、正面から言いま

せんけれども、顔にみんな書いてあるんですよね。いや、そうじゃない。付かないより、

付いたほうがいい。これが福岡県弁護士会の考えです。付いてどこまでやるかということ

は、基本的にはその付添人に任せようと。付添人の個性があるわけで、私も若いときと今

とでは、全く付添人活動のやり方も変わっていますし、それぞれのやり方でその子を応援

してくれればいいんじゃないかなというふうに思います。 
 ただ、記録をちゃんと読んでいないとか、１、２回しか少年に会いに行っていないとす

れば論外ですけれども、福岡では研修もびっちりやるようにしています。 初に新人さん

が登録するときも、先輩の弁護士と一緒にケースをやらない限りは登録させない。１回、

サポート弁護士というんですけれども、サポートでベテラン弁護士が付いて、一緒に少年

事件をやる。それで、調査官面談も意見書の作成も少年との面会もすべて一緒にやる。そ

れをクリアしてはじめて付添人になれるという高いハードルを設定して、それでもみんな

やってくれています。さらに若い人同士で勉強会も積極的にやってくれています。 
 私は、やっぱり一人ひとりの付添人、弁護士の力量というのはすごいなというふうに感

心させられています。だから付添人活動というのは、それぞれのスタンスでやってもらえ

ればいい。私は、少年院に送られないように一生懸命努力するんですけれども、万が一に

でも少年院に送られたら、少年院には必ず行く。それ以外の子どもは向こうから頼ってく

れば絶対突き放さない。その程度の付き合いでいいんじゃないかなというふうに思ってい

ます。中にはお金借りにくるのがいますからね。もう 25 歳ぐらいなんですけれども、まだ

いまだにつきまとってくるのもいます。叱りながらも、しょうがない、絶対返せよという

ことで貸すこともあります。家族みたいなものですから。自分の子どもから言われて、お

前知らんとは私言い切らないので、たまにはそういうこともあってもいいんじゃないかな

というふうに思っているところです。 
（毛利） ありがとうございました。 
 さて、こういう付添人活動を支える国選付添人制度が既に 2007 年に始まっているという

のは、冒頭でご報告がありました。ただ、重大な事件に限られていて、しかも、裁判官の

裁量で付いたり、付かなかったりするというようなことがある。今度、５月 21 日に裁判員

制度が始まりますので、それにあわせて被疑者の段階で国選弁護人が付く制度を拡充した

のですが、そうするとそこに警察に留置されている少年も、被疑者国選弁護人が付く。し

かし、家裁に送られてしまうと、この国選付添人制度が極めて細いパイプであるために、

被疑者の段階で弁護士がいた少年が、弁護士がいない状態で審判に臨まなければいけなく

なる、ここに問題があるということでよろしいですかね。 
 2008 年に国選付添人の付いたケースが 476 件だそうです。観護措置されている少年は、

12,000 人ぐらいいると。そうすると、この 12,000 人ぐらいいる観護措置をされている少年

にすべて付添人が付くように国選付添人を拡充する必要があるということですよね。大谷

さん、これ、もし国選付添人が観護措置をされている少年に拡充されて付けば、どう変わ
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りますか。 
（大谷） 福岡の場合、あるいは仙台なんかはもっと選任率が高いみたいですけれども、

一応今のところは、被疑者段階で国選弁護士が付いた場合、その子が今度家庭裁判所に送

られたときは、現在の制度の下で法律援助、要するに私たちがお金を出し合った制度です

けれども、その中で何とかやっていけるんだろうというふうに思うんです、今のところは

ですね。 
 でも、そうであっていいのかと。そもそも何のために被疑者国選弁護制度をつくるのか

というところだろうと思います。被疑者国選弁護は、何のために活動するのか。今日は付

添人活動にしか焦点を絞っていなくて、あまり少年の被疑者弁護について話をしませんで

したけれども、被疑者弁護の段階で多分皆さん、既に審判を想定して活動していると思い

ます。この子に何が足りないのかという発見だけでも、観護措置段階だけでは間に合わな

い。新しい仕事先を探す、あるいは家庭環境を調整していくということは、既に被疑者段

階で始めているはずです。非行事実を認めている事件であれば。 
 そうして被疑者段階でこうした弁護活動をせっかくしてきたにもかかわらず、少年が家

庭裁判所に送致されてしまうと、そこでさよならと、今のままではそうなってしまうわけ

ですね。そういうゆがんだ制度をつくっていいのかということだろうというふうに思うん

です。だから、少なくとも被疑者段階で国選弁護人となったケースにおいては、その子が

家庭裁判所に送られれば、必ず国選付添人として活動できるように、そういう制度設計が

必要だろうというふうに思うわけです。 
 ただ、今回そういう制度はできませんでしたので、私たちは、まず被疑者国選弁護で付

いたケースでは、援助制度を使ってでも必ず家庭裁判所で付添人になるべきだろうという

ふうに思います。せっかく弁護士として被疑者弁護で信頼関係をつくっていた弁護士が、

家庭裁判所に来たらいなくなっちゃった。それでも審判できたというようなことがあるは

ずがないので、私たちは、そこでせっかく被疑者段階でつくった信頼関係をそのまま家庭

裁判所に持ち込み、それをさらに発展させて、本当に少年のためになる審判を勝ち取って

いく。この活動をしていくことというのが、まず当面不可欠だろうと思います。そういう

実績をつくって、その上で国選付添人制度を拡大させていく必要があるんだということを

家庭裁判所や市民の皆さんにわかっていただく。その活動を地道に続けていくこと。これ

が必要なのではないかなというふうに考えています。 
（毛利） ありがとうございました。ぜひ国選付添人制度の拡充に向けて頑張っていただ

きたいと思います。 
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５．質疑応答 
 

 
（毛利） では、会場から質問をいただいて、質疑応答をしたいと思いますが、どなたか、

質問のある方いらっしゃいますでしょうか。 
（ Ａ ） 私は、家庭裁判所で付添人を 20 年ぐらいやっていたのですが、調停委員はリタ

イアしたのですけれど、一応候補者には入っているんですけれども、現在はそんなに数が

ないのでやっていませんが、だいぶいろいろと年に２、３人ぐらいずっとやっていました。

私たちのやっている家庭裁判所内での少年の友の会については、皆さんご存じだと思うの

ですけれど、それについては、弁護士の方々はどう考えていらっしゃるか、ちょっと伺い

たいと思うのですけれど、現在も一応やっております。委員会は続いておりますが。 
（毛利） 大谷さんにご質問ですか。 
（ Ａ ） どなたでも弁護士会の方。 
（毛利） 大谷さんが適任だと思うのでお願いします。 
（大谷） 福岡でも友の会ができまして、調停委員の先生方を中心に付添人になっていた

だいているわけです。ただ、基本的には観護措置をとられた少年については、弁護士付添

人を選んでください、観護措置がとられていないときに、友の会の先生にお願いしますと

いう申し入れはしています。観護措置をとられている事件であっても、試験観察になった

り、補導委託になったりというようなケースがあって、非常に細かな手当が必要な場合が

あるんですね。ボランティアに行く場合に、付添人弁護士が一緒にいけないという場合が

あります。そのときに家庭裁判所で選任してくれた友の会の付添人の方に一緒に行ってい

ただくとか、補導委託先に行く旅費がないときもセットをつくってくれていまして、歯ブ

ラシから石鹸までいろいろリュックに入れて、友の会の人が一緒についていってくれると

いうようなことをやっています。だから、そのときには友の会と弁護士付添人が一緒に付

添人活動をするというケースもあります。でも、基本的には、少年院送致になるかならな

いかというような事件なわけですから、必ず弁護士の付添人が無料で付けられるんだとい

うことは裁判所に告知してくださいというふうに言っています。 
 それと、友の会の方に付添人になってもらうときには、既に付いている弁護士付添人の

意見を聞いて、調整を図るようにしてくださいというような申し入れをしています。だか

ら、友の会の付添人の方の力も活用するというか、協力してもらいながら、一緒に付添人

活動をやっていければいいんじゃないかなというふうに考えているところです。 
（ Ａ ） 付添人の場合には、制限があるんです。結局審判が終わりましたら、もう活動

はそこで終わってしまうわけなんですよね。それ以上のことはできないわけなんです、一

般には。ですから、そのことについてはどういうふうに、例えばもう全く、少年友の会で

の付添人は必要ない、つまり国選弁護士の方々がなさる国選付添人制度で全部すべてをま

とめたほうがいいと考えていらっしゃるか。あるいは、今おっしゃったように、両方相互
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扶助というか、コラボレーションというか、一緒に共助してやっていくほうがいいのかと

いうことなのですけれど。 
（大谷） 少年にとってはいろんな人、多角的な視点でいろんな人から援助を受けること、

これは絶対にプラスだというふうに思うんですよね。それは弁護士であったり、弁護士で

なかったりして、それはいいと思うんです。ただ、まずは私たち弁護士が国選付添人にな

り、その上で、いろんな人の協力を得たいなというふうに思っているわけです。 
 それと、今言われた付添人は審判までであって、審判後は付添人ではないという点です

が、まさにそのとおりだと思うんですね。そうなんだけれども、私たちは審判が終わった

後も、やはり大人と子どもというか、知り合いとしてできる限り付き添っていこうという

ふうに思っているわけです。友の会のほうも、あまりそこを厳密に考えなくていいんじゃ

ないかなというふうに思うんです。 
私は、裁判官やっているときは、裁判官として審判が終わった後で付き合うというのは、

これはまさに国家権力がそんなことまで手を出していいのかという問題があって、してい

ませんでしたけれども、友の会の方が、審判が終わって、単なるお父さん、お母さん代わ

りとして付き合っていくということについては、これは問題ないんじゃないかなというふ

うに私は思っていますけれど。 
（毛利） 他にいらっしゃいますでしょうか。 
（ Ｂ ） 私は弁護士ではなくて、あまり少年事件も詳しくはないのですが、二つ質問が

あります。一つは前川さんになんですが、地裁所長襲撃事件で、 初に少年と少年Ｃが警

察に逮捕されたときには当番弁護士というのは付かなかったのでしょうか。あるいは被疑

者段階というか、警察段階では弁護士の関与というのはどのような形だったのかというこ

とです。 
 もう一つは大谷さんになんですが、 初のほうのお話で、付添人の役割として調査官が

つくる意見をチェックするというお話があったと思うのですけれども、今回いろいろお話

を伺っていると、付添人はいろんな役割があると。毛利さんがおっしゃったように、カウ

ンセラーのようなとか、あるいは金子さんのように親族のようにとかあったのですが、一

般的に考えて少年審判の場合に裁判官一人の場合には、裁判官が判断する。そこに付添人

として弁護士が付くときは、少年の弁護的になるのか、それとも裁判官的にというんです

か、少年の長所を見つけ、あるいは改善するように、そういった方向性というのを今回お

話になったのですが、弁護士としてどういったスタンスで審判にはあたるのでしょうか。

以上です。 
（前川） まず順番に１点目、前川からご回答しますと、逮捕されて勾留という次の手続

があるのですが、それから鑑別所に行くまで約３週間あります。その間、一度も弁護士の

援助はうけていません、兄弟ともですね。法律には、裁判所なり検察庁なり警察は、弁護

人を選任することはできることを告げなければならない。それと当番弁護士という制度が

あるということもアナウンスするということになっている。私はそうされていただろうと
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期待はしていますが、真実のところはわかりません。 
 なぜ私が、家裁送致後まで出動しなかったかというと、成人が逮捕されたのは後日だと

いうことが影響しています。大阪の場合は、新聞に載るような、社会面に載っているよう

な事件は、少年であろうが、大人であろうが、頼まれていなくても押しかけ弁護士として

当番弁護に行くという制度があります。委員会派遣制度といいます。ところが、これは少

年が家庭裁判所に送致された後に新聞発表があったために、捜査段階では押しかけでもい

ける機会がなかった。だから、邪推かもしれませんが、制度的な欠陥を警察が利用してし

まっているのではないか、少年の自白を固めた上で成人の逮捕に踏み切ってそれを発表す

るという形に出たのではないかなと思います。 
（大谷） 初に私が話をしたときの調査報告書のチェック、言わなかったですけれど、

鑑別所の鑑別結果報告書のチェック、これも一つの仕事ですという趣旨であって、弁護士

の付添人活動というのは、多種多様でそれまでにいろんなことをやってきているだろうと

思うんですね、皆さん説明されたように。むしろ、審判のときには結論が決まっているの

が実際ですね。裁判官は、それまで少年に全く会っていない、顔も見てない。少年審判の

とき始めて少年に会うだけです、原則として。それまで少年は鑑別所にいて、鑑別所の先

生がその行動を調査したり、心理テストをしたりしてその少年のことを把握する。それを

鑑別所の結果報告書に書いて、裁判所に提出する。調査官は調査官で、何回か少年に面会

をして、あるいは両親にも会って、そしてその結果をまとめて裁判官に報告する。警察か

ら捜査記録が来る。この三つで基本的には裁判官はもう決めてしまうわけですね。審判廷

に入れて、審判廷でちょこちょこっと話をして、40 分から一時間程度でその少年の人生を

決めてしまうというシステムなんですね。 
 だから、付添人というのは、その審判廷に出るまでに、どれだけこの少年が変わってき

たかということをその調査官や鑑別所のほうに理解してもらい、それを報告書に記載して

もらえるようにしたいわけですね。それだけじゃなくて、本当に変わってもらいたいわけ

です。少年が再非行しないようにするために、調査官は調査官で考えているのでしょうけ

れども、付添人は付添人のほうで、独自にこの子の足りないところはここ、家庭環境のこ

ことここをこういうふうにしていかなければいけない。でも、この子にこんなところがあ

るのならこれを伸ばしてやればいいじゃないかとか、さっき説明されていましたけれども、

家を探してあげる、あるいは学校を探してあげるような活動まで、すべてがすべてじゃな

いですよ、そこまで活動されている人もいるし、そういうことが必要な事件にはそこまで

やった上で、調査官と意見を交わして、調査官にできるだけこちらの意見を理解してもら

って、それを調査報告書に反映してもらいたいというふうに、そういう活動もあります。 
 でも、それでも調査官は意見を変えないということもありますので、そのときには裁判

官に事前に意見書を提出して、それを読んでもらい、あるいは個別面談をして、裁判官に

少年はこういう子なんですよと、捜査記録ではこうなっているけれど、実際こうなんです

よということをアピールして、本当の少年を理解してもらった上で判断をしてもらおうと
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いう、そのトータルとしての活動が付添人活動にあたるということです。ちょっと短時間

で申し訳ないのですけれど。 
（毛利） 家裁って戦後に生まれた制度ですけれど、昭和 20 年代や昭和 30 年代に調査官

として任官した人たちというのは、本当に少年の母親か父親かと思うような考え方でやっ

ている方がいっぱいいらっしゃったんですね。それが、長い時間をかけて保護主義の理念

が風化して、非常に両極端に分かれるようになった。少年のことを一生懸命考えている調

査官と、いわゆる官僚化といいますけれども事務的に処理すればいいやというふうな考え

を持つ調査官と、二つに分かれてきたんだというようなことが言われています。その中で

付添人が頑張らないといけない、付添人の役割がますます大きくなっていることは確かだ

と思います。調査官をもっと元に戻すような運動もしなければいけないのではないかと僕

は考えています。 
（ Ｃ ） 今日は貴重なお話ありがとうございました。２点質問があるんですけれども、

一つは、国選付添人と関係なくて申し訳ないのですが、まじめな質問で、前川先生にです

が、差し戻し後の家裁の裁判官の態度というのはちょっと理解できませんで、非行事実な

し決定を出して、かつ検察官の申し出を蹴るのであれば、そもそも検察官関与を認めなけ

ればいいんじゃないかと思うんですよ。そうすれば、そもそも抗告受理申立もないわけで

すよね。それを認めておいて、一方で関与検察官の申し出を蹴ったりしているというこの

態度というのは、どういうマインドに基づくものなのかというのをちょっと教えていただ

きたいというのが一つです。 
 もう１点は、国選付添人制度と関係あるんですが、あまりまじめじゃないようでまじめ

なんですけれども、金子先生に特にお聞きしたいのですけれども、僕は少年法を大学で教

えるわけですが、付添人が普段どういうことをやっているかとか、そういうことを熱く語

れば語るほど、学生は引いていくんですよね。燃え上がる人もいるんですよ。燃え上がる

人種はどういう人かいうと、法務教官になったり、家裁調査官になったりするんですよ。

家裁調査官になった後、絶望したりするんですけれど、それは置いておいて、少年に付き

添って頑張りたい、仕事をしたいという人はそういう職業に行っちゃうんですね。弁護士

を目指している人は、僕が語れば語るほど、少年法は面倒くさい、とてもそんなことでき

ませんという方向に流れていきがちになるんですね。 
にもかかわらず、金子さんや前川さんのお話では、若手が国選付添人というか、今の全

件付添人の主たる担い手は若手だと。これは僕の教え方が悪いのか、それとも何か転機と

いうものが実務に入った後あるのか。ここをちょっと秘密を教えていただきたいと思うん

ですね。ぜひよろしくお願いします。 
（前川） 時間もないので手短に、私は聞かれたことだけ答えます。おっしゃるとおりで、

何のマインドが働いているのか、私には全くわかりません。ちょっと難しい話なのですが、

平たく言うと、検察官が審判に立ち会わなければ、無罪だと、不処分だと裁判官が言えば、

検察官は争う余地はなくて、自動的に無罪が確定するんですね。今回は、一回有罪だと言
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われて抗告審に上がって、高裁で調べ直せ、無罪かもしれないよと言って戻って、戻った

その差し戻し審の家庭裁判所でも無罪になって、また高裁に上がっているんですね。上げ

たのは検察官。検察官が上げられるのは差し戻しをされた家庭裁判所で関与しているから

なんです。なぜ裁判官が検察官を関与させたのかというのは、まさに問題で、事件が重大

かどうかというと重大だとは思いますが、検察官がこの段階で関与して、新たな証拠を評

価をしたり、提出をしたり、何か仕事があればいいんですよ。今回検察官が関与したのは、

そこの部分では言い訳をくだくだと、何十ページにもわたる、目の痛くなるような書面を

書いただけなんですね。だから、私としては、当然活動としてまず検察官に関与させるな

と、強烈に裁判所に働きかけました、２か月余り。だけれども、結局関与させたんですね。 
 解釈はいろいろあろうかと思います。裁判所なりに何か配慮したのかもしれませんが、

法律上の要件は極めて乏しいというふうに理解しています。狭い世界ですから対面を立て

たのかなという気はします。私も、それで検察官関与されなければ、私の苦しみは半分で

済んでいたのにと思います。おっしゃることは至極ごもっともだと思います。 
（金子） 先ほど質問にうまく答えられるか微妙なんですけれども、新入会員の弁護士に

は、特に横浜弁護士会では福岡県弁護士会と同じように、希望を取って、研修をしたい方

にマンツーマンで付いて、弁護士が実際にどういう活動をしているかというのを一緒に活

動を通して見てもらうということをやっています。 
 それとあとはどうしても法律家として、どうしても福祉の分野というのはどう動いてい

いのかというのが、いまいちイメージをつかみにくいというのがあるかと思いますので、

新入会員、若手を中心にした勉強会というのを２か月に一度定期的に開いて、経験を交流

するというのと同時に、できるだけそれには子どもの権利委員会のメンバーが一緒に参加

をして、こういう活動の仕方があるんじゃないかとか、もっとこういうふうにできたので

はないかとか、なるべく悩みに答えてあげるような形で研修を重ねていって、その際にこ

ういう形で弁護士付添人というのが非常に重要なんだということを機会あるごとに広報し

ていて、なり手が集まってきているのかなという気はします。 
 あと、学生の方についてなんですけれど、私も少年関係でお話をする機会があるんです

けれども、手続が難しいというのがあるかもしれないので、横浜弁護士会でつくった付添

人がどういうことをやるかという DVD を、20 分ぐらいなんですが、見てもらったりする

と、付添人っておもしろいんだねという形でイメージを視覚的にとらえてくれるのか、学

生の方にも結構弁護士になろうというふうに思ってくださっているので、ちょっと答えに

はなっていないかもしれないのですが、機会あるごとにそういう話をするというのも、意

味があるのかなというふうには思っております。 
（毛利） ありがとうございました。 
 では、時間も来ましたので、このあたりで終わりにさせていただきたいと思います。今

日はありがとうございました。 
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６．閉会の挨拶 
角山 正（全面的国選付添人制度実現本部本部長代行） 

 
本日は連休明けという非常にあわただしいときに、このようにお集まりいただきまして

感謝申し上げます。パネラーの先生方にも本当にありがとうございました。 
 このパネルディスカッションの中で本当にいろいろ勉強になったと思います。今日得た

この成果を生かして、明日から日弁連としてこの全面的な付添人の実現のために頑張りた

いと思っております。今日は本当にありがとうございました。（了） 
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