
■民事司法を利用しやすくする懇談会 

2013 年 1 月に、民事司法改革の実現に向けた取組を進めるために、経

済団体、労働団体、消費者団体、学識経験者、日本弁護士連合会によ

り設立された懇談会。同年 10 月に最終報告書を取りまとめ発表した。

 

 

 

 

 

 

 パネルディスカッション  

パネリスト 

◆ 泉 徳治 

弁護士 元最高裁判所民事局長兼行政局長，人事局長，事務総長 

元最高裁判所判事 

◆ 片山 善博  

慶應義塾大学法学部教授（「民事司法を利用しやすくする懇談会」議長） 

前鳥取県知事、元総務大臣 

 

 

 

 

 

◆ 井田 香奈子 

朝日新聞東京本社社会部、国際報道部、ブリュッセル支局長を経て、 

現在 論説委員（司法担当） 

コーディネーター 

◆ 斎藤 義房（日弁連第２６回司法シンポジウム運営委員会委員長） 

弁護士 

 

第３部 



〔パネルディスカッションのプログラム〕 

Ⅰ パネリストの冒頭発言 

(1) 日本国憲法が予定している司法の位置づけ 

(2) 市民生活と経済の発展に、民事司法はどうかかわっているのか 

(3) 行政事件、家事事件を含む民事司法について感じていること 

Ⅱ 第 1部の提言で、ポイントと思われること 

Ⅲ 第 2部の提言で、ポイントと思われること 

Ⅳ 司法予算の大幅増額のポイント 

Ⅴ 法改正や司法予算増額を実現するための取り組み 

Ⅵ まとめ（コーディネーター） 
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◇ 第３部 改革提言を実現する道

筋 ◇ 

 

司会 引き続き第３部「改革提言を実現

する道筋」に移ります。第３部のパネリ

ストをご紹介いたします。お手元のプロ

グラムにもパネリストの簡単な経歴が記

載されていますので、ご参照ください。 
 まず、向かって左から元最高裁判所判

事で現在弁護士でいらっしゃいます泉徳

治様です。（拍手） 
続きまして慶応義塾大学教授で「民事

司法を利用しやすくする懇談会」議長の

片山善博様です。（拍手） 
続きまして朝日新聞論説委員の井田香

奈子様です。（拍手）コーディネーターは

今回の司法シンポジウム運営委員会の斎

藤義房委員長が務めます。（拍手） 
 ここからの進行はコーディネーターに

ゆだねます。それでは斎藤義房運営委員

長、よろしくお願いします。 
 

１ 民事司法の現状評価 

斎藤（コーディネーター） 土曜日の夕

方でお疲れだと思います。しかもトイレ

休憩もなく第３部を行うという、これは

人権侵害ではないかと苦情が出るかもし

れませんけれども、運営委員会としては

きょうの時間を本当に有効に使いたいと

いう思いからこういう進行にさせていた

だきました。ご容赦願いたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この第３部は、第１部、第２部の提言

をどう実現するのかという非常に重要な

テーマでございます。最後までお付き合

いをいただきたいと思います。 
 このシンポジウムの冒頭に村越会長も

言いましたが、2001 年に司法制度改革審

議会意見書が出されて司法改革のうねり

が起こりました。刑事司法の分野では裁

判員裁判さらには国選被疑者弁護人制度

等々、市民の目から見て「変わったな」

という印象を持つ改革がなされています

が、こと、民事司法の分野になりますと

市民の目線から見てほとんど変わったと

いう印象が持たれていないと思うのです。

どうしてこうなっているのか。こういう

現状はなぜなのだろうかということを改

めて分析してみたいと考えました。 
 その中で、これだけ民事司法が変わら

ないというのは、この社会、そしてこの

日本国の中で民事司法の位置づけが極め

て低いのではないか。本当にこれでいい

のだろうか。改めて憲法の視点からこの

司法をもう一度考えてみようということ

で、最初に泉さんにお話しいただきたい

と思います。よろしくお願いします。 
泉 泉でございます。改めて申し上げる

までもなく憲法の基本原理の中心をなす

ものは、国民をすべて個人として人間と

して尊重する。そして国民の権利と自由

を保障するというのが憲法の中心原理で

ございます。そのために国民の具体的な

権利・義務、または法律関係を最終的に

決定するのは立法、行政から独立した司

法の役割であるという仕組みをとってい

ます。そのために裁判所が独立心を持っ

て司法の役割を十分に認識した上で、判

決の中身において憲法を頂点とした法令

を適用して適正妥当な判決をする。これ

は当然のことでございますけれども、こ

の裁判に実効性を持たせるということが

大事であろうと思います。 
 裁判が市民生活の中の歯車として動い

ていくためにはやはり社会の動きに合わ

せて迅速に判断する、裁判手続をお金が 
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かからないものとする、それから、その

判断が出た場合には、それによって権利

が実際に回復されるという仕組みをつく

っていかなければならないわけですが、

その裁判の実効性において今申しました

時間の問題、費用の問題、回収の問題、

それについていま十分になされていない

ところがあることは認めざるを得ないと

思います。この市民の生活の歯車として

実効性を持たせるために、その方策をみ

んなで考えていかなければならないと認

識しております。 
斎藤 裁判が市民生活の歯車の一つと

して実効性のあるものにならなければな

らないという元最高裁判事の言葉は非常

に重いと私は思います。 
 
２ 市民生活・経済と民事司法 

斎藤 片山さん、裁判といいますと、市

民の方々は刑事裁判を思い出しまして、

民事裁判についてはイメージがつかめな

いという方が多くいらっしゃると思いま

す。民事裁判が市民生活の安全・安心、

そして経済の成長とどのような関係を持

っているかについてお話しいただけます

か。 
片山 片山です。よろしくお願いします。

私は鳥取県という日本で一番人口の少な

い県で知事を８年間やりました。県も市

町村も、特に市町村がそうですが、自治

体の究極のミッションは何かというと、

市民の皆さんが安心して日々の生活を送

れること、できるだけ安定して正業に勤

しめること、こういう環境を地域で整え

ることが自治体のミッションだと私は思

います。 
 そのために福祉でありますとか、交通

の便をよくするために公共事業をやると

か、学校教育とかいろいろなことがあり

ます。ただ実際に責任を持って、先のミ

ッションを果たそうとした場合、自治体

には限界があります。自治体だけでは、

安心して生活ができる、安定して正業に

勤しめる環境をつくるという面で限界が

あります。何が限界かというと、最終的

には国の司法によって解決しなければ、

安心した暮らしとか安定した仕事を維持

することができないという局面がありま

す。 
 そうすると従来、国と自治体というの

は二元対立という印象でとらえられて、

国のことは国のこと、自治体のことは自

治体のことで余りお互いに相手に対して

どうだこうだと言わないという不文律の

ようなものがありましたが、実際に知事

をやってみますと、自分のやるべきこと

は一生懸命やらなきゃいけないけれども、

国の所管する分野にもお願いしたり要請

したり、時には批判したりしなければい

けないことが出てきます。そうでなけれ

ば肝心の住民の皆さんが地域で安心・安

定という環境が得られないということに

なってくるわけです。 
 例えば DV 被害者の支援というのは自

治体がやります。まだまだ不十分なとこ

ろが多いですが、鳥取県は、私も直接見

に行きますと本当に悲惨なことがあった

ので DV 被害者支援に随分力を入れまし

た。そうしますと、住宅の世話とか就職

のお世話とか、子どもさんの通学をでき

るだけ相手に知られないようにしながら

とか、そういう配慮は自治体でできるの

ですが、最後の法的解決ということにな

るとどうしても司法の問題になります。 
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そうすると、その面での司法の対応はど

うかということがどうしても気になりま

す。 
 自慢するわけではありませんが、当時、

DV 被害者の皆さんの間では、「逃げるな

ら鳥取県」と言われる状態だったのです。

さっき明石の市長さんの話を聞いたら

「離婚するなら明石市で」ということで

はないでしょうけれども、本当に明石市

はさすがだと思いました。私が当時やろ

うとしていたようなことをもちろんやら

れているし、それをぐんと上回ったこと

をやられているので、自治体のこの分野

でのモデルだと思います。 
 そうやって自治体が一生懸命、市民の

皆さんの安心と安定のために様々な施策

を手掛ける。それは市民の皆さんから見

たら自治体とか国だとか分かれているこ

とと余り関係なく、地域で自治体行政が

整える環境、国が司法で整える環境の両

方が大切だ、そういうことに気がつかざ

るを得ません。それ以来、司法制度改革

というのは非常に強い関心事項でした。

特に当時、鳥取県は弁護士が 20 人ぐら

いしか稼働していなかったので、ぜひ弁

護士をふやさなければいけないという取

り組みを始めました。 
 それから当時、労働審判とか裁判員と

か、きょうの話と必ずしも直接関係ない

ことかもしれませんが、それを一生懸命、

知事の時代にもやりました。知事の仕事

を終わってから慶応大学で私は法律学科

ではなくて政治学科で地方自治論という

講座を担当していますが、声がかかりま

したので、「民事司法を利用しやすくする

懇談会」に入って報告の取りまとめもや

りました。私の認識としては今申し上げ

たようなことであります。 
斎藤  民事司法を利用しやすくする

懇談会の議長になった動機づけについて

もお話しいただきました。ありがとうご

ざいます。 
 
３ ジャーナリストから見た民事

司法 

斎藤  それでは井田さん、第１部、第

２部では民事裁判と家庭裁判所の現状報

告がありました。ジャーナリストとして

具体的な事件にいろいろ接触してこられ

た中で、今現在、民事司法について、そ

して民事司法といいましても家事・行政

含めた民事司法について、思っていると

ころをお述べいただけますか。 
井田 井田です。司法制度改革を経て見

てきた印象ですが、１つは民事司法に期

待される役割がすごく重くなってきたと

いうこと。それから特に民事司法と私た

ち市民という関係で見たときに、司法自

体も変わってきたなと気づかされるとこ

ろがあります。特にこの１年のことで見

ましても、ちょうど去年の今ごろでした

か、日本の司法が長年容認してきた婚外

子に対する相続差別が憲法違反であると

最高裁が判断を示したということがあり

ました。 
 遅すぎたとは思いますけれども、本来

国会で是正すべきことを是正しないとき

に司法が入ってきて救済したということ

が国民に印象づけられたことだったので

はないかと思います。 
 下級審でもことしの５月に米軍と自衛

隊が使っている厚木の基地の騒音訴訟の

判決が横浜地裁でありまして、自衛隊機 
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の夜間の飛行差し止めを命じた。それま

では基地の騒音訴訟というのはお金で解

決するのが定着していたと思いますが、

本当に地元の人が求めているのは何だろ

うということに沿おうとする意志を感じ

ました。 
 もう一つ、その裁判で私がおもしろい

なと思ったのは、基地の騒音訴訟では初

めて行政訴訟の形がとられていて、従来、

行政を相手取った訴訟だと国が勝って当

たり前、自治体が勝って当たり前と思わ

れてきましたが、今回のようなケースが

重なり、市民にとって行政訴訟というも

のが使いやすいものに果たしてなってい

くのかどうなのかというところがすごく

注目されていると思います。 
 事ほどさように、市民は司法が自分た

ちの役に立つものかどうなのかというこ

とをすごくシビアに見ていると思うんで

す。司法制度改革の中で特に「裁判の迅

速化」ということを言われて法律にもな

りました。私自身も司法手続は速いにこ

したことはないと思っていましたが、取

材を通して当事者の人に聞くのは、速さ

というよりは時間がかかっても納得とい

うものが欲しい人たちがかなりいらっし

ゃるんだなと。 
 きょうのシンポジウムでも出てきまし

たが、例えば最近話を聞いた方で、亡く

なった親の相続をめぐって親戚ともめて、

ただただ、法に助けてほしいという気持

ちで複数の弁護士さんを訪ねましたと。

大体のパターンで１時間、話を聞いても

らって、最後のほうで弁護士さんの頭の

中の方程式に自分の話がポンポンポンと

落ちていっているという印象を持ったと

おっしゃって、その後に調停に行くと、

調停委員と弁護士、自分の代理人同士で、

法律家同士でできるだけ早くとか、どこ

が落としどころかを一生懸命話している。

自分は置いてきぼりにされている。そう

いう話を聞いていると、市民と法律家の

間に共通の言語がないといいますか、深

い溝のようなものがあると感じます。 
 裁判官とか弁護士の方にとって、紛争

解決はまさにルーティンだと思いますが、

普通の市民にとっては一生に一度あるか

ないかのところで、相続であってもお金

とか土地のことだけではなくて、亡くな

った家族を通して「自分って何だったの

か」ということを問うようなアイデンテ

ィティがかかってくる問題なんだなとい

うことを感じました。 
 私もふだん、そんなに相続の事件を深

刻に取材しているわけではないのですが、

そういう司法の役割を感じさせられたと

いうところから考えると、やはり求めら

れる法律家の姿もどんどん要求水準が高

まってきていて、法律家としての資質は

もちろん、人間的な魅力といいますか、

コミュニケーション能力や説得力とかが

求められる難しい時代になってきている

と思います。 
 
４ 「第１部」のポイント 

斎藤 ありがとうございました。第３部

のプログラムがお手元にあると思います。

【本記録集 p124 参照】パネリストの冒頭

発言というのが１番目に載っています。

今のお３方の発言が１番目の部分です。 
 それではいよいよ各論に入りますが、

第１部でかなりの提言をしていただきま

したが、その中でパネリストの皆さんが、

ここがポイントだと感じられたところを
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お話しいただけますか。泉さんから。 
泉 ポイントは２つあると思います。そ

のポイントの第１は、「裁判所の人的・物

的態勢の拡充」であると思います。わか

りやすい例として、裁判官の数を国際比

較しますと、人口 10 万人当たりの裁判

官数で日本はイギリスの約３分の１、フ

ランスの約４分の１、アメリカの約 4.5
分の１、ドイツの 11 分の１です。 
 一般の裁判官は１カ月 30件から 40件

の事件を処理しなければいけないという

状態にありまして、ほぼ１年じゅう、土・

日のない生活を送っています。裁判官が

中心になって実質的な口頭弁論と証拠調

べをして迅速な裁判をするためには、ま

ずもって裁判官の大幅な増員が必要であ

ると思います。 
 もう一つのポイントは、市民が裁判所

に足を運びやすくするための方策を考え

ることだと思います。先ほどからご紹介

がありますように法律相談に来られる方

はたくさんおられる。しかし裁判所にま

ではなかなか足を運んでくれないという

点ですが、行政を見ますと市町村は市町

村役場があり、その出張所があり、さら

に民生委員がありと、市民生活の中に根

付いているのに対し、裁判所は残念なが

ら市町村等とのネットワークもございま

せん。地域から孤立した状態にあります

から、市民の方から見るとやや異質な存

在に映っているのではないかと思います。 
 それからもう一つは、裁判にかかる費

用、時間、その成果に対する見通しがな

かなか立たない。このことも裁判所に足

を運ぶことをちゅうちょさせていると思

います。 
 どのようにして市民に裁判所に入って

きてもらうか。この点で成功しているの

は先ほどご紹介がありました労働審判制

度です。労働紛争につきましては都道府

県の労働局、労働委員会、労働基準監督

署、こういう行政機関がございまして、

そこに相談、助言、指導、紛争処理の制

度が整備されています。その労働関係行

政機関が紛争当事者と裁判所をつなぐ役

割を果たしていてくれるわけです。 
 それから、紛争当事者の方々が地裁に

参りまして労働審判制度を利用する場合

も、まずは３回の期日で調停を行う。調

停が成立しなければ審判を行う。審判に

不服があれば通常の裁判に持っていく。

３段階の方式がとられています。 
 このように労働紛争につきましては、

労働行政機関から裁判所の調停、審判、

正式裁判というふうに階段がつけられて

いる。その階段を上るにつれて当事者の

方は、自分の紛争に対してどんな判断が

なされるであろうかという事件の行方を

予測することができる。目に見えてくる

のだろうと思います。それで成功してい

るのだろうと思います。 
 このようなことを午前中にもございま

したけれども、建築紛争でありますとか

医療紛争でありますとか、一般の民事紛

争に広げていけないか。そのようにステ

ップをつくっていけないか、これがもう

一つのポイントであると思っています。 
斎藤 ありがとうございました。泉さん

は裁判所の人的・物的態勢の拡充が第１

のポイントと言われました。井田さんは

どうでしょうか。 
井田 司法制度改革で司法へのアクセ

スをよくしようということで相当の努力

がされてきたと思っておりましたので、

実際の事件数が減っているというのは肩

透かしをされた思いでいます。これまで

の努力は続けつつ、これまで全くやって

こなかったことにアプローチして、司法

的救済が必要な人に必ず届けるという約

束を果たさなければいけないということ

だと思います。 
 そこで提言に特に共感する部分で言い

ますと、やはり弁護士さんへのアクセス、

敷居が高く、簡単なことではないという

ことがあります。それに加えて具体的な

事件に悩んでいる人が話したいのはその

領域に詳しくて慣れている弁護士なのだ

けれども、法律相談の機会自体は以前よ
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り格段にふえていると思いますが、そこ

で会える人が、自分が探している人かど

うかわからないというところがあります。

ですので、弁護士と利用者をどうマッチ

ングしていくか、そこに弁護士会は工夫

できる余地が相当あるのではないかと思

います。 
 それぞれの弁護士の得意分野や実績を

わかりやすく何か客観的な指標みたいな

ものがあるなら、それもあわせて知るこ

とができれば、司法救済への最初の一歩

は踏み出しやすくなるのではないかと思

います。 
 もう一点は、いま泉さんがご指摘にな

った裁判所の人員とかハードの面だと思

います。第２部にも関係することだと思

いますが、特に地方で取材していますと、

裁判所の庁舎の規模に比して扱っている

事件が多すぎるのではないかと思うこと

があって、調停をしていても、調停室が

狭すぎて相手方の人が広げている資料が

見えてしまう。別に見ようとしていない

のに見えてしまうという悲鳴みたいな話

を聞きますと、やっぱり何か足りないも

のが多いんだなと。利用者もそこが人生

の一大事について落ち着いて話せるとこ

ろなのかというのは無意識に嗅ぎ取って

しまうところだと思います。 
 また仮に庁舎が立派でも、そこに裁判

官が月に何日か、いる日のほうがむしろ

少ないということになると、その人たち

を本当に頼って大丈夫なのかと思う人が

いても当たり前だと思うんですね。だか

ら選挙の一票の重みの違いが選挙区によ

って違うということが問題になっており

ますが、「裁判を受ける権利」という意味

でも地域に余り極端な開きがある現状は

改めなければいけないことだと思います。 
斎藤 弁護士、弁護士会にもかなり厳し

い注文が出たと思います。片山さんはど

うですか。 
片山 １部のシンポジウムにも話が出

ていましたし、報告書の提言にもありま

すが、裁判所が地域で孤立しているとい

う話がありましたね。これが私は一番気

になります。これをどうやって解消して、

報告書の要望によれば市民に私たちの裁

判所と思ってもらえるか、ここが一番の

ポイントだと思います。そのためにはい

ろいろなことがあると思います。１つは

泉さんがおっしゃった予算や人員をふや

すというのは必須だろうと思います。 
 表現は悪いけれども、司法は一種のサ

ービス産業です。国民の間にニーズがあ

って、それに対してニーズ（需要）があ

るのであれば供給をきちんとしなければ

いけないというのは当たり前のことです

がそこが、それが必ずしもうまくいって

いない。 
 １部の藤村さんのお話では、ちゃんと

した余裕がなければ本来やるべきことも

なかなかやれないということがありまし

た。そのとおりだと思うんですね。いま

似たような事情があるのは、小中学校の

教員がそうでして、子どもたちの家庭環

境も変わってきていて難しい事柄がいっ

ぱいあるのに、教員の人員が必ずしも十

分に配置されていない。多忙化が進んで

いて、教員がバーンアウトしてしまった

り、やめたりということが随分あるので

すが、教員がちゃんと余裕を持てるよう

な環境をつくってあげなければいけない。

同じようなことが司法にもいえると思い

ます。 
 きょうのような催しを日弁連がやれる

というのは非常に象徴的なことだと思い

ます。司法制度改革で弁護士さんの数は

ある程度ふえました。仕事に余裕がある

とは言いませんけれども、昔に比べたら

そういう意味では多少余裕ができたんだ

と思います。ところが、裁判官はそんな

にふえていない、わずかしかふえていな

い。もっとふやす必要があると思うのが

１つです。 
 それから地域で孤立しないということ

になりますと地域側にもやはり課題があ

ると思います。さっきちょっと触れまし

たが、司法の問題は国の問題だから地方
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自治とか地方のことを論じる場合には関

係ないのだと思い込んでいる向きがある。

裁判所とか国立大学もそのような目で見

ていたんです。だから国立大学とか裁判

所が困っているというか、課題を抱えて

いてもほとんど自治体としては無関心で

した。でもさっき言いましたように、こ

れらは地域の人的・物的施設であり資源

です。住民が利用するのですから、住民

からとってみたら国の機関であってもそ

こが不足していれば地域全体としてどう

やって応援したりカバーしたりするかと

いう視点が必要だろうと思いますが、こ

れまでそれが必ずしもなかった。 
 それからやはり「敷居が高い」という

のはありまして、一般の国民の皆さん、

住民の皆さんはもちろんですけれども、

自治体も敷居が高くて余り司法に声をか

けるということがありませんでした。私

は鳥取県で知事をやっていたときに、や

っぱり裁判所とか、特に弁護士会とか司

法のインフラといったら失礼ですが、そ

ういう皆さんと一体となって連携してや

らなければいけないということがあった

ものですから声をかけたのです。弁護士

会の皆さんはすぐ応じていただいたので

すが、裁判所はなかなか応じていただけ

ませんでした。忙しい忙しいと言われて、

それはそうだろうと思うのですが、同時

に心理的な抵抗もあったのかなと思いま

す。でも粘り強く働きかけましたら快く

出ていただくようになりまして、消費者

生活センターの抱える難題とか DV とか

児童虐待とか、そういうものを共通の課

題として議論する場をつくりました。こ

うした地域からの積極的な声かけ、働き

かけはどうしても必要だろうと思います。 
 もう一つ、当時から気になっていまし

たが、国の機関は中央と地方の出先機関

というと失礼ですが、地方の機関との間

の風通しがよくないというのが私の印象

です。これは裁判所だけということでは

ありません。いろいろな国の機関で大学

も含めて、もう少しこういうところに手

当てをしてあげたらどうですかと、中央

に物を言いに行くと、そのトップの人が、

「えっ、そんな問題があるんですか」と

驚かれます。これはあなた方の機関のこ

とですよということなんですが、もう少

しそれぞれの組織の中で、今日のことで

言えば司法機関の中で、縦の系列の風通

しをよくされることは差し出口ですが、

ぜひお願いできればと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 「第２部」のポイント 

斎藤 第１部の提言に対するコメント、

ここがポイントという、かなり詳細なご

意見をいただきました。第２部の提言に

ついて、ここがポイントと思われること

はどこでしょうかという質問が次に来る

のですが、これはかなり事実上、重なり

ますね。家庭裁判所の関係にグッと絞っ

て、「これだ」というところをお話いただ

けますか。泉さんから。 
泉 家庭裁判所の課題は３つあります。 
 １つは先ほどの繰り返しですが、裁判

官や家庭裁判所調査官等の拡大・増大で

す。かなりの家庭裁判所には専属の裁判

官がおりません。地方裁判所の裁判官が

家庭裁判所の裁判官を兼ねている状態で

す。家庭裁判所の中で中心的役割を果た

すことが期待されていますのが家庭裁判

所調査官ですが、これは北から南まで全

国で約 1600 人です。家庭裁判所調査官

は、少年事件や家庭問題でカウンセリン

グ能力を発揮することが期待されている

中心的存在でありますけれども、これだ

けの数しかいないということでございま

す。 
 一方、事件のほうは先ほどご紹介があ

りましたようにふえ続けています。成年
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後見事件だけでも 10 年前に比べて２倍

になっております。成年後見が開始され

ますと、その後見を受ける人は年々累積

的にふえてまいります。昨年の暮れで 17
万 6000 人になっているようです。 
 その後見事務に不正がないかどうか監

督するのも家庭裁判所の役割ですが、と

ても手が回り切らないという状態にあり

ます。限られた人員で増加する事件にど

う対処するか、これが最大の課題で、そ

れには増員をお願いするほかないと思っ

ております。 
 一方、増員というのは今の日本の国家

公務員定員削減といった方針のもとで、

そう簡単にできるものではございません。

そこで非常勤の家事調停官とか調停委員、

参与員、こういうポストに弁護士さん等

の専門家においでいただく。そして、裁

判官としての役割を果たしていただくと

いうことを期待します。そのためには待

遇も改善して有能な方に来ていただくと

いうのが２番目の課題でございます。 
 もう一つは、これも先ほどから出てい

ますが、成年後見事件を中心といたしま

して、社会福祉関係の行政機関、それか

ら民間の団体、この行政・民間・裁判所

の三位一体の協力関係をつくることが大

事だと思います。ドイツではご承知のよ

うに後見制度に相当する世話制度という

のがありますが、世話裁判所、世話官庁、

世話協議会という、裁判所・行政・民間

が三位一体になっている。 
 あえて言わせていただければ、日本で

も、家庭裁判所は行為能力の判定とか制

限という司法的な判断をすることに専念

する。そして、あとは市町村が地域包括

支援センターを持っていますから、そこ

で対象者の方の判断能力などについて正

確な調査をしていただき、その資料をつ

けて申立をしていただく。それから後見

人の教育や監督などは民間の社会福祉協

議会などにお願いして、そこで養成や監

督をしていただく。こういう裁判所・行

政・民間の三位一体の支援システムをつ

くるということが３番目のポイントだと

思っております。 
斎藤 裁判所のスタッフの拡充ととも

に、自治体や民間団体との連携という大

きな問題提起がありました。井田さんは

どうでしょう。 
井田 特に取材を通して考えさせられ

る機会が多いのが、離婚とそれに伴う養

育費、面会交流などの問題がいかに後を

引きやすいかということです。２年前の

法改正で協議離婚したときに養育費の分

担とか親子の面会の方法について取り決

めるということが法律に書かれたけれど

も、法務省によりますと、今でも離婚届

の中でその取り決めをしたということの

チェックがされていないものが多いとい

うことでありまして、私は東京に戻って

くるまでヨーロッパで仕事をしておりま

して、離婚するときに裁判所がかかわる

ということが当たり前になっているのを

目の当たりにしてきましたので、そうい

う目で今の日本の離婚の現状を見ると、

きょうも紹介されたように、養育費につ

いての約束をしないとか、約束しても踏

み倒すということが当たり前に行われて

いることをどう考えたらいいんだろうと

すごく考えさせられます。 
 それで子どもの権利にかかわることで

あるので、私個人としてはやはり離婚す

るとなったら専門家の人の助言を得て、

公平で将来にわたって確実に実行される

合意づくりをすることをルール化してい

くべきなのではないかと思いますが、親

権についての考え方は国によって違いが

ありますし、いろいろ考えなければいけ

ないことが多い話かなとも思っています。 
 もう一つ、きょうは調停委員さんをど

うやって確保していくかという話題が出

ましたが、家事の場合、特に利用者の生

き方にかかわる問題であるので、調停委

員の方にいろいろな経験・バックグラウ

ンドを持つ人を入れてほしいということ。

それから利用者の世代に近い若い人もで

きるだけ入ってもらえないか。なかなか
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地域の名士のような名誉職的な仕事だけ

では限界のある仕事なんだなということ

を感じます。当然、いい人に入ってもら

うためには待遇もよくしていかなければ

ならないということ。 
 それから最後に、夜間と休日に利用で

きないかということを裁判所には本気で

考えていただきたいということです。「仕

事を休まずに利用できるのであれば調停

まで進みたいんだけれども」と思いなが

ら、それ以前で折り合わざるを得ない潜

在的な利用者がいるということを忘れな

いでほしいと思います。 
 
６ 改革提言を実現するために 

斎藤 ありがとうございました。時間の

関係で主たるテーマに入りたいと思いま

す。第１部、第２部の改革提言の多くは

立法による手当てが必要ですし、それに

伴い司法予算の拡大が不可欠だと思いま

す。司法予算の拡大を具体的に実現する

ために最も核心と思われるところをお話

しいただきたいと思います。泉さん、い

かがでしょうか。 
泉 裁判所が裁判権を適正に行使する

ためには訴訟手続などを国民のニーズに

合ったものにしなければいけないですし、

それを行使する人的・物的態勢を整える

ことが必要ですが、裁判の舞台を整える

のは政府と国会の責任です。政府と国会

にその責任を十分に認識してもらうこと

が一番大事だと思います。何か責任逃れ

のことを言っていると思われるかもしれ

ませんが、裁判所は独自に法案を提出す

ることはできません。裁判所が独自に裁

判官一人をふやすこともできません。す

べてこれは予算にかかってくる問題です。 
 裁判所はもちろん予算要求はできます

が、予算をまとめるのは内閣の仕事です。

内閣が予算全体をまとめる。予算をまと

める段階において裁判所は残念ながら１

府 12 省の中の一つに見られている。さ

らに厳しく言えば外局の一つ程度に見ら

れています。閣議に代表者を送っていな

い分だけ、ほかよりも不利な立場にある

と言わざるを得ないところであります。 
 もちろん裁判所は独立機関ですから、

財政法の上で二重予算権というものが定

められています。これは裁判所が予算要

求を出してそれに対して内閣の査定を受

ける。査定に対して不満があれば裁判所

はその予算要求をそのまま維持する。そ

れで国会で決着をつけるという制度でご

ざいますけれども、議院内閣制のもとで、

内閣の予算案と異なる決議を国会がする

ということは非常に可能性が少ない。そ

して内閣と裁判所との間でものすごい軋

轢・摩擦が生じ、後々まで尾を引く。二

重予算をやれという声があることももち

ろんわかっておりますが、決して賢い方

法ではないと思います。 
 私は、裁判の枠組み、外枠をつくるの

は政府・国会の責任だということをはっ

きりと明言してわかってもらう。日弁連

をはじめ関係団体や利用者側は内閣にこ

の問題を持ち込むことが大事だと思いま

す。一番望ましいのは、内閣に２年ぐら

いの第二次司法制度改革審議会みたいな

ものをつくることだと思います。そこま

で行かなくても手続改善等について法改

正に持ち込むことが一番大事だと思いま

す。 
 平成 11 年に前回の司法制度改革審議

会設置法ができました。それと同じよう

なものがもう一回できれば一番望ましい

のですが、平成 15 年施行の「裁判所の

迅速化に関する法律」の附則３項に、「政

府はこの法律の施行後 10 年を経過した

場合において、この法律の施行の状況に

ついて検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に基づいて所要の措置

を講ずるものとする」という規定があり

ますから、この附則を根拠にして何とか

内閣のもとに司法制度改革を審議する場

を設ける。その設置を求めることが一番

大事かなと思っております。 
斎藤 片山さん、どうですか。 
片山 いま泉さんから必ずしも実質的
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に三権分立になっていないという悩みを

聞かされましたが、日本は三権分立だと

小学校から習ってきましたが、決してそ

うじゃないんですね。司法の場合は今お

っしゃったとおりだと思いますし、国会

と政府も、国会の多数党が政府を形成す

るのですから、どこが三権分立なのかな

と思いますが、それはともかく、結局、

決めるのは、最後は政治です。 
 もちろん、かつて官僚主導の時代がず

っと続きましたから、官僚のほうで賢明

な姿勢でこの問題を解決しよう、前進さ

せようということになれば、それはそれ

でいいと思います。ただ、いつのころか

らか変な政治主導になって、政治主導は

政治主導でいいのですが、そうすると票

になるとか人気が出るとか評判がいいと

か、そういう方面で力が入るということ

になりがちです。それに応じて、官僚の

側もヒラメのように上ばかり見ながら、

政治が関心を持っているところに力を注

ぐという状況になっています。今はまさ

にそうです。 
 ですから、これを動かそうと思ったら

政治にその気になってもらわなければい

けない。これは非常に至難の業です。地

道で本当に大切なことが、政治が課題と

してとらまえるようにスッと反応するか

というと必ずしもそうでもないんですね。

地方創生とかいってわけのわからないこ

とになると恐らくドッと予算がつきます。

何のためにそんな大金を投じるのかわか

らないというようなところには１兆円、

２兆円、３兆円単位で予算がつきます。

ところが、国民の皆さん、特に弱い立場

の皆さんに頼りにされるべき司法インフ

ラのことなどにはほとんど関心を持たな

い。これをどうやって変えるかというこ

となんです。 
 本当はこんな言いぐさは好きではない

のですが、例えばアベノミクスで規制緩

和をやる、岩盤を抉るというようなこと

になっています。そうすると新自由主義

ということになるんでしょうけれども、

競争原理が強くなる。以前より優勝劣敗

の世の中に近づきますから、敗者の皆さ

んについてどうやってその権利を守るか。

そうなると最後に頼りになるのは司法で

すから、安倍さんのような考え方をもっ

て政治に臨めば、アフターケアとして司

法インフラをきちんと整えなければいけ

ない。利用しやすい司法にしなければい

けない。これは一つのメッセージとして

説得力があると思います。 
 そういうことも含めてどうやって政治

にその気になってもらうかということだ

と思います。私の経験を言いますと、知

事をやっていましたときに、鳥取県の米

子空港と韓国の仁川空港との間を結ぶ国

際定期航空路線ができることになったん

です。ところが国の CIQ の体制が用意で

きませんということでだめになりそうに

なった。CIQ というのは税関とか入国管

理とか検疫ですね。全国の職員の定数が

足らないという。そんなばかなことがあ

りますか。口では地方の国際化、地方の

活性化と当時も言いながら、実際に地方

が苦労して外国と話をつけて航空路線を

つくろうとしたら人が足りませんという。

そんなばかな話がありますかということ

で、政治家の間を歩いて回ったら、当時、

石破茂さん、今も大臣をやっておられま

すが、その石破さんがやりましょうとい

うことで一緒になって CIQ の人員増を

やりました。全国で何百人もふやすこと

につながりました。 
 それはやっぱり政治が動いたんですね。

だから政治が動けばある程度のことはで

きるということだと思います。政治が動

かなければ、何人ふやして何人減らして

差し引きすると全国で 10 人しかふえま

せんでしたというレベルの話になります。

だからやはり政治に対する効果的なパン

チのある働きかけが必要だと思います。 
斎藤 井田さん、いかがでしょうか。 
井田 いま、裁判所と法務省予算を足し

合わせたいわゆる司法予算というのが今

年度で１兆円余りです。その金額はどう
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いうものなのか考えるとちょうど社会保

障関係費の昨年度分から今年度分にふえ

た分が１兆 4000 億円近いそうです。な

ので、私たちが一生懸命ディスカッショ

ンしていることが、もちろん年金も医療

も大事なことではあるのですが、よその

予算の単年の増加分に吸い込まれる程度

の規模でおさまっているというところが

すごく残念なことだと思います。 
 私は予算取材をしていたときに驚いた

のが、三権分立と言われていますが、こ

と予算編成になると、裁判所予算は他省

庁の一部局と同じ扱いになっています。

そういう予算の発想からいきますと前年

比でふえるとしたら何でふえたんだとい

う話になりますし、定員も国家公務員は

合理化計画をやっていますから減って当

たり前という発想からスタートさせられ

ているというところがあると思います。 
 司法制度改革のもとで裁判官の数はそ

れなりにふえてきたんですけれども、今

年度の増員の様子を見ましても、裁判官

をふやすかわりに裁判所の清掃や警備の

人を減らすというかなりぎりぎりのこと

をして捻出しているなという印象を持た

ざるを得ません。予算獲得のために各省

庁がかかわりの深い国会議員の人を回っ

たり、並々ならぬ努力があることは私も

わかりますが、それを裁判所がやるとい

うことについてはいろいろな問題が出て

くると思いますので、ここは裁判所予算

を「最高裁、しっかり獲得してきてくだ

さい」と言っているだけでは事は動かな

いのかなと思います。 
 
７ 政府を動かすために 

斎藤 予算増を伴う改革実現のために

は政府を動かさなければならんというと

ころではパネリストの皆様の見解は一致

したと思います。それなら政府を動かす

には何が必要か、どうしたらいいんだろ

うか。これについて、井田さんからお願

いします。 
井田 これまで話してきて全くそうだ

なと思ったのは、民事司法改革を実現し

ていくためには政府とか国会のコミット

メントというのが不可欠で、その人たち

を突き動かすには市民の強い求めという

ことしかないと思います。 
 ただ難しいのは、こと、司法の充実に

ついて言いますと、組織化されにくいと

か、司法の充実を求める人、それによっ

て利益を得られる人は、例えば街頭でデ

モをしたりという目で見える形で声を上

げるのがなかなか難しいんだと思うんで

す。だから弁護士が自分たちからアクセ

スするという話もありましたが、何か別

の形でアプローチして、市民の声を大き

なものにしていかなければいけない。 
 司法の取材をしていましても、市民が

それぞれ自分の接点で司法はこうだ、も

っとこうあってほしいということを思っ

ていらっしゃるということはすごく感じ

ますが、こと、民事になりますと、個別

のケースが一般化しにくいということと、

プライバシーの問題もあって記事で伝え

にくいというジレンマがあります。 
 ２つお話ししたいのですが、１つ目は

どういった潜在的なニーズがあるのか。

もしくは司法を使ってみてどう思ったの

か。利用満足度調査みたいなことを絶え

ずやっていくこと。それを本当ならば政

府や国会に率先してやってもらいたいと

ころではありますが、とりあえずはサー

ビスの提供者である裁判所や弁護士会が

やっていく。 
 いま国会議員も民事司法に対してそん

なに関心があるわけではないかもしれま

せんが、これを有権者の声として届けて

行くということでその状況が変わるので

はないか。メディアもそういった調査を

足がかりにこれまでと違った報道をして

いかなければいけないということがある。 
 ２つ目は、先ほど泉さんがお話しにな

ったこととも関連がありますが、この 11
月で司法制度改革推進本部が解散して

10 年になりますので、改革の方向性がよ

かったのか、何が欠けているのかという
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ことを改めて検証することが必要である。

私たちがきょう話し合っていることもま

さにその検証の一つであると思いますが、

それを政府の人がいろいろな人も交えて

やってみるというところから次に踏み出

せるのではないかと思います。 
斎藤 泉さんはどうですか。 
泉 民事司法の改革の実現を求めるた

めにはとにかく審議会答申あるいは法律

改正に持ち込むことが最も大事なことで

あります。ご承知のように、日本は厳し

い財政状況のもとで、国家公務員の定員

削減、経常経費の削減、こういう方向に

動いていますから、ただ単に適正・迅速

な裁判の実現のためといってもなかなか

予算は取りにくい。 
 しかし、前回の司法制度改革審議会の

答申のおかげで、10 年間で 600 人裁判

官がふえました。このように何か答申と

か法律改正が必要です。そのためには国

会の人たちに理解を求めなければいけな

い。まずもって法務大臣であるとか法務

委員会の委員、あるいはその経験者の

方々に訴えて理解を得ることが大事では

ないかと思います。 
 私が 2000 年ころに東京高裁におりま

したときにシンガポールの大使館から、

シンガポールでは外国企業も公平に扱う。

大変迅速に裁判を行う、そういう裁判制

度ができておりますということを日本語

で棒グラフまで入れてビジュアルにまと

めたパンフレットが配られてきました。

これはシンガポールがアジアの金融セン

ターになるための戦略でしたが、ほぼそ

れが実現していると言えます。我々も何

かビジュアルなパンフレットでもつくっ

て国会方面に働きかけることを考えたほ

うがいいのではないかと思います。 
斎藤 ありがとうございました。片山さ

ん、お願いします。 
片山 政治家に動いてもらわないとい

けないという話をさっきしたのですが、

その政治家を動かすというのは至難の業

だと思います。というのは、日本の政治

家というのは一般的なルールに基づいて

物事を解決していこう、社会をよくして

いこうという手法が余り得意ではないん

ですね。個別の案件を自分が口利きして

押し込んでやって解決するというのが大

好きなんですね。だから本来なら行政事

件訴訟でさっさと解決すればいいものも、

自分が役所に働きかけて動かしてやった

ぞというようなことになるものですから、

司法制度改革というのは本質的に余りな

じまないんですね。それをどうやって動

かすかが一番のポイントだと思います。 
 それで１つは先ほどの明石市長さんが

おっしゃった実践は、有力なプッシュす

る材料になると思います。ああいうこと

をやられていて、市民の皆さんがその利

点をだんだん享受されてくるとそれが一

つの力になります。国会議員の皆さんは、

首長さんなど自治体関係者の声には結構

耳を傾けるという面がありますので、１

つは自治体の実践、自治体の長、地方議

会が声を上げるということが国会議員を

動かす１つの有力なポイントになると思

います。 
斎藤 ありがとうございました。タイム

キーパーからもう時間がありませんとい

う指示が来ておりまして大変残念です。

興味深くてもっともっと聞きたいのです

が、時間が来たようであります。 
 若干のまとめになりますが、きょうの

パネリストの皆様からは、政府を何とか

動かさなければいけないという具体的な

提案がありました。片山さんからは国会

議員を動かすためには自治体、さらには

地方議員も動かすことが大事だという具

体的なご提案もございました。これらの

意見を踏まえますと、このようなことを

私どもはやらなければいけないのではな

いかと考えます。 
 第１は、利用者の声を具体的に集める。

それを見えるような状態にする。今回の

シンポジウムもまさにそうですが、パン

フレットをつくったり、インターネット

その他も活用しながら、利用者の生の声
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をどうやったら国会議員の皆さんや市民

やマスコミの人たちに伝えていくことが

できるかということを真剣に考えなけれ

ばいけないということであります。 
 まさに情報を提供するのが私どもの役

割だろうと思います。そこには裁判所に

もぜひ一緒に協力してもらえればいいな

と思います。 
 ２番目は、具体的な制度改革案をつく

っていくことが大事だと思います。いろ

いろな審議会に提案するにしても、具体

的な案がなければいけません。政治家に

訴えに行くにしても、具体的な案がなけ

ればいけない。制度改革の案づくりを進

めることが大事で、法律家だけではなく

て市民や利用者の方々、学者の方々も一

緒になってつくっていくことが大事だと

思います。そういう意味では、片山さん

が議長をなさっている「民事司法を利用

しやすくする懇談会」は非常に重要で、

消費者団体や労働組合、労働団体、研究

者、さらにはさまざまな法律家のメンバ

ーも入って懇談会をつくっています。こ

の動きは非常に重要だと改めて思いまし

た。 
 そして、裁判所の紛争解決を共同して

解決していくための共同作業者という言

葉も出ました。弁護士と裁判所は事件解

決の共同作業者である。特に司法の裁判

所の現場では共同作業者であるという言

葉が出ました。その裁判所と弁護士会が

どうしたら民事司法をよりよくしていく

ことができるだろうかという制度改革の

協議をきちんとやっていくことが大事だ

と思います。 
 そして、立法による改革だけではなく、

運用による改革が重要だと思います。そ

れは今でもいろいろな工夫でできるはず

だ。そこは弁護士会と裁判所がきちんと

協議を詰めていく必要があるということ

を改めて感じています。 
 さらに弁護士会自身がみずから改めな

ければいけない、改革しなければならな

い課題もたくさん提起されました。第１

部、第２部でも弁護士会がこういうふう

にしたらどうだ、例えば、専門弁護士の

認定へも踏み込んだらどうかという意見

も出ました。これも正面から受け止めな

ければならないのではないかと思います。

そして弁護士会も変わる、裁判所自身も

みずからの改革をするということが求め

られていると思います。 
 もう一つは、裁判官、弁護士個人が一

人ひとり自分の実務の中で改善・改革し

なければならない課題がたくさんあると

いうことが今回のシンポジウムで明らか

になったと思います。弁護士は敷居が高

い、裁判所も敷居が高い、これをどう変

えるか。本当に自分たちから市民の中に

アクセスしていくことが大事なんだとい

う提案がきょう出されたと思います。こ

れを実践していくことが必要だと思いま

した。 
 明石市長の泉さんからは刺激的なすば

らしい提案・実践が報告されまして、弁

護士会に対しても厳しい、そして強い要

望が出されました。これも真剣に受け止

めていかなければならないと思いました。 
 きょうはシンポジウムでありますので、

日弁連としての方針を決める場ではあり

ません。しかし、これから日弁連なり弁

護士会がいろいろなことを議論していく

に当たっての貴重なご意見をいただいた

と思います。そういう意味で、きょうの

パネリストのお３方に対してもう一度感

謝の拍手をお願いいたします。ありがと

うございました。（拍手） 
 本当に長時間、ありがとうございまし

た。以上で第３部を閉めたいと思います。 
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司会 パネリストの皆様、本当にありが

とうございました。いま一度盛大な拍手

をお願いします。（拍手） 
 最後に日本弁護士連合会副会長の古賀

和孝より閉会のご挨拶をいたします。よ

ろしくお願いします。 
 

◇ 閉会挨拶 ◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古賀 皆様、お疲れさまでございました。

きょうは朝 10 時半から６時まで７時間

半にわたりまして、長い長い勉強をしな

がら、またいろいろな意見を聞きながら

の時間を一緒に過ごしました。本当に感

謝申し上げます。またきょうパネラーと

してご出席いただきました各先生方、学

者の先生方も本当にいい話を聞かせてい

ただきましてありがとうございました。 
また本委員会を開催していただきまし

た司法シンポ実行委員会の方々、今まで

のつぶさなデータ集積や分析、本当にあ

りがとうございました。私は、はたから

見ておりまして、この方たちはご自分の

仕事はされているんだろうかと（笑）、若

干心配したくなるような熱の入れ方でご

ざいました。そういうすべてのものが重

なりましてこうやって成功に結びつくこ

とができたと思っております。 
 私に期待されているのは短い挨拶とい

うのはよく存じておりますが、一言だけ

言わせてください。きょう冒頭に会長か

ら、また斎藤実行委員長からも刑事司法

改革に比べて民事司法改革は遅れている。

肩身が狭いという趣旨のお話もございま

した。先週、国選シンポがあったことは

皆さんご存じだと思います。何も対抗し

て一週間後の本日を選んできょうの司法

シンポをやったわけではございませんけ

れども、私は民事司法関係の担当をやっ

ておりますので、競うつもりは全くござ

いませんが、先週の国選シンポが 617 名

です。きょうは 800 名ということで（拍

手）、一応私どもの熱意がまだまだ生きて

おるというところがあるのではないかと

思います。長くなって恐縮です。本日は

一日、どうもご苦労さまでございました。 
司会 本日は長い時間、シンポジウムに

ご参加いただきましてありがとうござい

ました。 
〈閉  会〉 
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