女性の皆さん，
地方で活躍してみませんか？

第２版

女性弁護士が足りません！
！
女性弁護士は全弁護士数の18％
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59か所


（2015年１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
日弁連司法サービスの全国展開と充実のための行動計画（2012年３月15日）
★「地方裁判所支部管内において，女性弁護士がゼロである地域を減らし，最終的には解消するための
取組を行う」
1

◦ 日弁連からのメッセージ ◦

「女性弁護士ゼロ地域」解消のために
皆さんの力が必要です！
３

▼

法の支配と弁護士過疎・偏在の解消

▼

１

日弁連は，1996年の定期総会で，法の支配を日

日弁連の取組

こ の た め 日 弁 連 は，

本全国にあまねく及ぼす決意を表明した「弁護士

2012年３月の「司法サー

過疎地域における法律相談体制の確立に関する宣

ビスの全国展開と充実の

言～弁護士過疎・偏在の解消と法律相談体制の確

ための行動計画」におい

立を目指して」（いわゆる「名古屋宣言」
）を採択

て，
「地方裁判所支部管

しました。その後，会員から特別会費を徴収して

内において，女性弁護士

積み立てた「ひまわり基金」による公設事務所を

がゼロである地域を減ら

全国各地のゼロワン地域に創設し，
「弁護士ゼロ

日本弁護士連合会会長
村 越
進

ワン地域」をなくす取組を進めてきました。また，
弁護士の少ない地域で開業する弁護士の経済的支

し，最終的には解消する
ための取組を行う。」と
定め，
「法律相談センタ

援制度を立ち上げるなど取組を強化し，法テラス

ーでは，必要に応じて女性弁護士の相談枠を設け

法律事務所の全国展開もあって，
「弁護士ゼロワ

るなどして，女性弁護士に対する法律相談ニーズ

ン地域」の解消という当初の目標はほぼ達成され

に対応できる態勢を整備する」こととしました。

ました。

これを受けて，2013年３月に策定した「第二次日

しかし，いまだ司法過疎が完全に解消されたと

本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画」では，

は言えず，日弁連は，引き続き全力をあげて市民

「女性弁護士偏在の解消」などを重点項目として

の司法アクセスの充実に向けた行動を展開してい

とりあげています。

ます。

なお，政府の「第三次男女共同参画基本計画」
（2010年）において「女性弁護士がゼロである地

▼

２

女性弁護士に対するアクセス障害

域を減らすための取り組み」
が要請されています。

引き続き取り組むべき課題の一つが，女性弁護
４

▼

士に対するアクセス障害の解消です。

女性の皆さんへの期待

日弁連の女性会員は現在約6600人，割合にして

このパンフレットには，最近初めて女性弁護士

18％ほどです。増えてきたとはいえ，地裁支部・

が着任した自治体の長の方からのメッセージや弁

簡裁管内で，「女性弁護士ゼロ」地域は，いまだ

護士過疎地での勤務を経験した女性弁護士の体験

59か所（2015年１月現在）もあります。これらの

談を掲載しています。女性弁護士の皆さんが高い

地域では，市民の方が女性弁護士に相談したいと

志をもって地方に赴き，市民のニーズに真摯にこ

思っても簡単にはアクセスできない状態が続いて

たえ信頼を得ていること，豊かな自然環境などそ

います。

の地方の生活を楽しんでおられることに，私も感

DV・性犯罪被害・離婚等はもとより，様々な

銘を受けました。

分野で，女性弁護士に相談したいというニーズが

また，司法過疎地で働く弁護士のための日弁連

存在します。市民の半分は女性ですが，
「男性の

の各種支援制度なども併せて掲載しています。

弁護士には，なんだか相談しづらくて」と感じる

女性弁護士（弁護士を志している司法修習生・

女性も少なくありません。もちろん男性が女性弁

学生）の皆さん，皆さんを待っている方たちが全

護士に相談したいと考えることもあるでしょう。

国各地にいます。地方で活躍してみませんか？

これらのニーズに応えていくことが必要です。



女性弁護士の偏在解消は，あらゆる場面で，強
く要請されているのです。
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（2015年２月）

◦ 福井県小浜市からのメッセージ ◦

女性弁護士の皆さん
「夢，無限大」おばまの地で活躍を！
１ 「小浜ひまわり基金法律事務所」の設置前

▼

市行政の推進にも大きく

における市民の司法アクセスの状況は？

寄与されました。

小浜市は，福井県の南西部に位置し，北は若狭
３

▼

湾に面し，南は京都北部一帯に連なる山岳で，一

女性弁護士に対す

る市民のニーズはありま

部は滋賀県と境を接しています。

すか？

人口は約３万人あまりで，長い間，小浜市周辺
には常勤の弁護士事務所もない弁護士過疎地域で

近年，本市においても

した。

女性が被害者となるDV，

近年，社会を取り巻く状況は，社会生活の高度

松崎晃治小浜市長

化，複雑化，更には住民の権利意識の高まりによ

ストーカー問題は深刻化
しています。女性の心情

り，争訟件数も年々増加し，小浜市においても昨

を理解し，女性の視点から，こうした問題に対応

今の経済状況の悪化による多重債務の問題，悪徳

できる女性弁護士の存在は欠かせないものと考え

商法等，市民生活に脅威を与えるような問題も発

ます。

生するなど，市民からもこうした問題に対応でき

また，性差によるパワハラ，セクハラの防止，

る法律の専門家を望む声が高まっていました。

女性の人権擁護，男女共同参画社会を実現してい
くために，
高度な法律知識を有する女性弁護士は，

２ 「小浜ひまわり基金法律事務所」の設置な

▼

女性市民にとっても頼もしい存在であると考えま

いし女性弁護士（小浜ひまわり基金法律事務所・

す。

上原千可子弁護士）の赴任により，どのような効
果がありましたか？

▼

４

女性弁護士が小浜市で開業した場合の女性

弁護士と役割と期待を教えてください。

日本弁護士連合会の協力を得て2005年４月に念
願であった常設の法律事務所である「小浜ひまわ

小浜市は，上原弁護士のように地域住民から頼

り基金法律事務所」が開設されました。

られ，地域と共に歩む弁護士を求めています。今

法律の専門家である弁護士が身近にいること

後，新たに弁護士として活動を考えられている女

は，市民の安心にも繋がり，また，市内に事務所

性の皆様には是非，小浜市でご活躍していただく

があることで迅速な対応が可能など，今や小浜ひ

ことを希望します。

まわり基金法律事務所は，小浜市民にとって欠か
５

▼

せない存在となっています。

これから弁護士として働く女性にメッセー

ジをお願いします。

2011年７月には女性弁護士である上原千可子氏
が小浜ひまわり基金法律事務所第３代所長に就任

日本社会は本格的な人口減少社会に突入すると

され，３年半の間，小浜市民をはじめ地域住民の

ともに，都市部への人口集中化の問題も顕著化し

ため大変ご尽力をいただきました。

てきており，都市部においては弁護士が飽和状態

上原弁護士の就任後，相談件数も大幅に増加す

にあると聞いていますが，小浜市のような地方都

るなど小浜ひまわり基金法律事務所は，市民にも

市においては弁護士の過疎状態が続いています。

広く認知され多くの市民に利用いただいていま

今後，新たに弁護士になられる女性の皆さんに

す。

ついては，是非，地方において活躍の場を求め，

また，上原弁護士には小浜市の高齢者・障害者

弁護士活動を展開されることを期待しています。

虐待防止ネットワーク委員の就任や福井弁護士会
と小浜市の共催で実施している「弁護士相談」事
業の立ち上げにも精力的にご活動いただくなど，
3

◦ 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法テラス指宿（鹿児島県）城石恵理弁護士（63期）】
▼

１

過疎地（地方）に行こうと思ったきっかけ

私はもともと東京で育ち，自分が地方で生活す
るなどということは全く想像していませんでし
た。知り合いに法曹関係者もいなかったため法律
を身近に感じたこともなく，ただ，高校時代の課
題図書を通じて，社会の中の法律の意味や重要性
を漠然と感じていた程度でした。その後，大学で
法整備支援（アジア諸国の法制度の設立・充実に
向けての基盤づくりを支援する活動）に興味を持

城石恵理弁護士（中央）

ったことから，実務家を目指して法科大学院に進
学しましたが，そのころは，
「法テラス４号事務所」

2006年３月
2009年３月

と「ひまわり基金法律事務所」の違いも分かって
いませんでした。

2009年11月
2010年12月

そんな私でしたが，大学院や修習を通して，具
体的で生きた法律家の姿を知り，日本の中にも法

2012年10月

的サービスへのアクセスが困難である司法過疎地

慶應義塾大学法学部法律学科卒業
 稲田大学大学院法務研究科（法科大学院）
早
卒業
司法修習（新63期）
弁 護士登録，弁護士法人あさかぜ基金法律事
務所入所（福岡県弁護士会所属）
法 テラス指宿法律事務所に赴任，鹿児島県弁
護士会に登録換え

があることを知り，法律が相当程度整備されてい
る日本国内において，事実上法律を使えない状態

仕事については，養成期間の間に経験した事件

にある人たちがいるということを知りました。法

には限りがありましたし，共同受任していたもの

律を生きたものにするためにそうした地域で法的

も多かったので，実際に一人で全ての事件を受け

サービスを提供することが必要不可欠ではないの

て対応できるのかどうか心配でした。現地の弁護

か，私自身も学ぶことが多いのではないかとの思

士会に知っている弁護士がほとんどいないという

いから，いずれ司法過疎地と言われる地域に行っ

ことも，
不安の一つでした。こうした点について，

て働いてみたいと思うようになりました。

一朝一夕に解決できる方法はありませんが，赴任
前に知り合った先輩弁護士に，何かある毎に質問

弁護士になって最初に入ったあさかぜ基金法律

させてもらい，本当に助けていただきました。

事務所は，九州弁護士会連合会が九州沖縄の司法
過疎地に派遣する弁護士を養成するために福岡に

また，可能なときは弁護士会の委員会等に出席

設立した事務所でした。行先がある程度限定され

するように心がけ，先生方の顔を覚えるようにし

ている点も個人的には望ましく，ここで１年９か

ています。本庁で期日があるとき等しか参加でき

月養成を受けました。

ない状況ですが，少しずつつながりができている
ように感じています。

司法過疎地で働く方法としては，ひまわり基金
法律事務所で所長として働くか，法テラスに入っ

生活面では，車の運転が一番不安でした。指宿

て４号事務所に赴任して働くか，独立開業するか

市は，地図で見て鹿児島県左側，薩摩半島の南端

のいずれかの方法があります。私自身は，とにか

に位置しています。一番近い指宿簡易裁判所・出

くどこかに赴任したいとの思いが強く，当時募集

張所こそ車で５分ほどですが，最寄りの鹿児島地

をしていた法テラスに応募して，現在の鹿児島県

方裁判所知覧支部まで車で１時間弱，鹿児島本庁

指宿市に行くことになりました。

や弁護士会館までは車で１時間半ほどかかりま
す。ペーパードライバーで，赴任前に練習する時

▼

２

行く前に不安だったこと・悩んだこと，解

間もほとんど取れなかったため，最初は本当に緊

消法

張の連続でした。毎日乗っているため，今ではさ

4

すがに慣れてきましたが，長距離運転や初めての

面で出会う人に，できる範囲内で仕事の話をする

道路はまだまだ緊張します。

等して，弁護士とはどういうものかを知っていっ
てもらうしかないと考えています。講演等も機会

▼

３

地方で仕事をしてみて良かったこと

があれば引き受け，困ったときに相談してみよう
かな，と思ってもらえる存在になれればいいなと

裁判所や市役所など関係機関との距離感が，極

考えています。

めて近いということが挙げられると思います。指
宿市内には弁護士事務所が私の事務所しかなく，

５

地方で女性弁護士が活躍することの意義

▼

知覧支部管内でも私を含めて２名しか常駐の弁護
士はいません。このため，成年後見や財産管理人

女性弁護士が少ないゆえに，すぐに覚えてもら

など裁判所が選任するものが回ってきますし，役

えるというメリットがあります。福祉関係者の忘

所への問い合わせ等にしっかりと対応してもらえ

年会に参加したときには，女性の弁護士を生で見

ることが多いように思います。これは，
弁護士
（女

られるとは思わなかったなどと言われ，面映い思

性に限らず）が少ないことの裏返しでもあります

いもしました。

が，個人的には行政の内情を少し教えてもらった

地方では，圧倒的に女性の弁護士が少ないのが

り，福祉関係で包括的な解決につながる等，得難

現状です。司法過疎地ともなると，そもそも弁護

い経験をさせてもらっていると思います。

士がほとんどいないので，男性・女性を選ぶ余地

また，移動距離・時間が長いという点が過疎地

はありません。過疎というのは
「選択肢がない（少

のデメリットである反面，裁判所への行き帰りに

ない）
」ことを言うのだと実感しています。

自然豊かな景色を見られることは，本当に役得だ

そうした中，女性の相談者に「同じ女性で相談

と思います。特に，南薩地域は，薩摩富士と呼ば

しやすかった」と言われたり，
「女性と聞いて，

れる開聞岳とその足元から広がる広大な海，四季

相談してみようかと思った」と言われることがあ

折々の農作物，知覧の茶畑等，素晴らしい景色が

ります。地方社会において，司法へのアクセスが

堪能でき，良い気分転換になっています。

経済的にも心理的にも男性以上に困難な立場にあ
る女性が，女性弁護士がいることで少しでも相談

▼

４

地方での活動で困難であったこと，克服方

しやすくなることは，司法過疎地域での法的サー

法

ビスの充実につながっていくものではないかと思
っています。

方言の聞き取りには苦労しています。祖父母世
代に鹿児島弁を話されると，何を言っているか全

６

後進へのメッセージ

▼

くわからない時があり，当初は困惑しました。こ
の点については，事務員が地元出身者だったため，

自分が育ったところと全く違う地域に行って生

相談に同席してもらい，通訳をしてもらって解決

活することは，新しい文化を知ることであり，と

しました。今では，ニュアンスはなんとなく分か

ても刺激的です。そんな中でも，人の悩みや相談

るようになったと思っていますが，バリバリの鹿

事が普遍的なことには，感慨を覚えます。弁護士

児島弁はまだまだ難解です。

は，
「女性だから」といって特に区別がある職業

また，弁護士が少ない地域であるがゆえに，依

ではなく，逆に弁護士が少なく，中でも女性が少

頼者が「弁護士」がどういうものかイメージされ

ない地方弁護士会の中では，都市部ではなかなか

ていないという点も，場合によっては困難となる

できない役職や，地域での活動をすることも可能

ことがあります。たとえば，
「司法書士」
「行政書

です。

士」などの他士業との区別がついていない人が多

経験は少ないけれども，様々なことをやってみ

く，「弁護士に頼んだのに解決しない」という相

たいという方には，とてもやりがいがある職場に

談があり，よくよく聞いてみると，司法書士がや

なると思います。地方での弁護士生活を検討して

っている相談会に行っただけで，事件について何

みませんか。

の依頼もできていなかった，などということもあ
ります。
こうした点は，相談者に限らず，さまざまな場

5

◦ 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ひまわり法律事務所（岩手）加藤静香弁護士（64期）】
▼

１

過疎地（地方）に行こうと思ったきっかけ

私は，法科大学院在学中に東北地方の過疎地で
弁護士として働いておられる先生の講演を聞いた
ことがきっかけで弁護士過疎地の実情を知りまし
た。その後，司法試験合格後に日弁連が主催する
公設事務所の説明会に参加し，実際に過疎地に赴
任中の先生方のお話に魅力を感じ，自分も過疎地
で弁護士として働いてみたいと考えるようになり
ました。
▼

２

加藤静香弁護士

赴任先に釜石を選んだ理由

山形県出身
2006年３月
2010年３月
2011年12月

中央大学法学部法律学科卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
第二東京弁護士会に登録
（弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所）
2013年10月 岩手弁護士会に登録換え
2013年12月 釜石ひまわり基金法律事務所３代目所長

釜石市は岩手県沿岸部に位置する港町で，東日
本大震災によって大きな被害を被った地域の一つ
です。私は，先輩弁護士から釜石ひまわり基金法
律事務所の見学を勧められ，2013年２月に初めて
釜石を訪れました。このとき，すでに震災から２
年近くが過ぎていましたが，津波で外壁が引きは

ばれる被災地特有の債務整理の制度や，防災集団

がされて鉄骨がむき出しになっている建物がいく

移転，漁業集落防災機能強化，土地区画整理など，

つも残っている光景を目の当たりにして，震災が

復興のための様々な事業があります。また，被災

この地域にいかに大きな被害を与えたかが見て取

した人に支給される支援金，義援金，補助金にも

れました。

種類があり，補助金の内容も地方公共団体ごとに

しかし，釜石市内で会う人は皆，昔の賑やかだ

少し異なります。法律相談を受けるに当たり，こ

った頃の釜石の様子を懐かしそうに話してくれた

れら各種制度の名前と概要は理解しておかなけれ

り，市内に大きなショッピングモールが出来る予

ばならないと思っていましたが，実際は，赴任し

定などを嬉しそうに聞かせてくれて，釜石市の

た後で慌てて勉強するという状態でした。市内の

人々の釜石を愛しむ気持ちがひしひしと伝わって

どこの地域でどの種類の復興事業が進んでいるの

きました。

か，
復興事業の主体は国なのか県なのか市なのか，

皆さんの話を聞いているうちに，痛々しいまで

地権者との交渉にあたっている担当業者はどこな

に津波の被害の痕が残るこの町が復興していく姿

のかなど，全く分からないことだらけでした。法

を見届けたいという気持ちが湧いてきて，町の復

律相談や受任事件を通じて制度の概要を少しずつ

興とともに地元の方に元気になってほしい，その

覚えていきましたが，最初のうちは慣れない用語

一助になりたいとの思いから，釜石に応募するこ

を使いこなせず，行政の担当者から「失礼ですが

とを決めました。

先生はこういう事件は初めてですか」とか「あな
たのような弁護士がいると困るんですよね」と言

▼

３

赴任する前に不安だったこと，赴任後に苦

われたこともありました。しかし今では，行政の

労したこと

担当者から事件を紹介されることも多くなってき
ました。

私が釜石への赴任にあたり不安に思っていたこ

２つ目は，
事件処理に要求されるスピードです。

とは３つあります。
１つは，被災地特有の制度の理解です。東日本

私が東京で働いていたときの事件数は，多いとき

大震災の被災地には，私的整理ガイドラインと呼

でも三十数件でしたが，過疎地の弁護士の手持ち
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事件数は100件を超えることも少なくありません。

うした中で，意を決して相談に来られる方の中に

現在の私の手持ち事件数は約90件ですが，復興事

は，担当弁護士が女性だと聞いたという理由をあ

業の関係で，休眠根抵当権の抹消や，保存登記未

げる方も少なくありません。

了の表題部所有者を相手方とする事件など，これ

私はこれまでに，女性弁護士だから優しいとか

まで経験したことのない不動産登記関連の事件が

親切だとか，そういったことを意識したことはあ

多く，法令調査にかなりの時間を要してしまうた

りませんでしたが，過疎地の方にとっては，弁護

めに常に時間に追われています。

士が女性であるということは，まずは相談に行っ
てみようと思わせる大きな契機になるようです。

３つ目は，事務所の経営です。釜石市の方の平

また，釜石の公的な相談機関では，これまで，

均月収は賞与を含めても20万円に届く人は多くあ
りません。また，被災されたことによって市民の

DVや性犯罪の女性被害者から相談を受けた場

経済事情の苦しさに拍車がかかっており，標準的

合，その相談者が女性弁護士の担当を希望すると

な弁護料をいただける事件は多くありません。加

きには，釜石から100㎞近く離れた弁護士を紹介

えて，震災後に賃貸物件の賃料が軒並み高騰して

する等して対応してきたそうです。しかし，相談

しまったこともあり，赴任後は四苦八苦しながら

に行くための時間と手間が課題になっていたた

事務所を経営しています。

め，女性弁護士が釜石に来たことで，その課題は
少し軽減されたように思います。

▼

４

地方で仕事をしてみてよかったこと
６

▼

法曹過疎地では，法律問題を抱えていても弁護
士のところまで相談に来ることができない人も多

最後に

法曹過疎地での業務は，過酷ですし，孤独です。

いのですが，法曹過疎地だからこそ，不安を吐露

この１年間，ほとんど土日もなく深夜まで働いて

したり解決の糸口を見つけることによって，絶望

いるにもかかわらず，事務所の経営が改善せず，

感から解放される度合いも大きいように思えま

受任件数も伸びず，自分の熱意や活動が全て空回

す。相談にみえた方が「弁護士に相談しに来て良

りしているのだろうかと思い悩み，虚しさを感じ

かった」「弁護士さんの話を聞いて安心した」と

たこともありました。

言って帰られるときなどは，なんともいえない嬉

しかし，依頼者から感謝してもらえたときは，

しい気持ちでいっぱいになります。

充実感を存分にかみしめることができますし，初

また，地方では，弁護士に相談したくても相談

めはうまく連携のとれなかった公的機関から相談

に行きにくいと考えているのは個人だけではあり

を受けるようになったときは，信頼を得ることが

ません。地元の有名企業，農協職員，行政職員等

できました。また，公共の利益を実現する活動に

の方でさえ，いまだ弁護士は馴染みの薄い存在だ

関与できるようになったことに喜びや満足を感じ

と思われているようです。しかし，最近では，事

ることもできます。

件活動などで知り合った方から紹介される事件も

全国的には弁護士の数が，とりわけ女性弁護士

増えてきています。そういった意味では，法曹過

の数が増えているにもかかわらず，女性弁護士に

疎地では，自分で顧客を開拓していくというやり

対する市民の期待や需要がいまだ具体化・現実化

がいや醍醐味もあると思います。

しないままになっている地域は多いと思います。

また，都心では，弁護士一人，特に，経験の浅

過疎地に赴任することは，確かに大きな方向転換

い弁護士一人に重大事件を任される機会は少ない

であり，不安も多いとは思いますが，地元の人た

と思いますが，過疎地では，個人事務所であって

ちとの悲喜こもごもを通して，人生において忘れ

もそのような事件を任せてもらえることがありま

ることのできない貴重な体験を数多く積むことが

す。当事務所でも，最近では，集団訴訟や行政機

できるはずです。

関が当事者となっている事件の依頼があります。

誰もが悩み躊躇する道ですが，一人でも多くの
方が思い切って一歩を踏み出されることを願って

▼

５

地方で女性弁護士が活躍することの意義

止みません。

釜石の相談者の方には，弁護士に法律相談をす
ることは世間体が悪いと考える方が多いです。そ
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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法人事務所（宮崎県）松浦里美弁護士（61期）
】
▼

１

過疎地（地方）に行こうと思ったきっかけ

私は宮崎県宮崎市出身です。大学進学を機に宮
崎を出て，ロースクール・修習時代を県外で過ご
し，就職を機に地元である宮崎県に戻ってきまし
た。現在，弁護士登録が６年を経過したところで
す。
就職した事務所は弁護士法人で，主たる事務所
（本庁事務所）が地裁本庁のある宮崎市内に，従
たる事務所（支部事務所）が地裁支部のある日南・

松浦里美弁護士（前列左）

都城にそれぞれ１か所ずつ，
合計３か所あります。
事務所には，2014年10月現在，７名の弁護士が

宮崎県出身
九州大学法学部卒業
2007年３月 九州大学法科大学院修了
2008年11月 弁護士登録（宮崎県弁護士会）
2014年現在 弁 護士法人えいらく法律事務所都城支部にて
勤務
日弁連人権擁護委員会・九弁連心神喪失者等に対する審判付
添人連絡協議会等に所属

います。内訳は，２名が社員弁護士で，残り５名
が勤務弁護士です。社員弁護士の２名と勤務弁護
士１名が宮崎事務所で，私を含め４人の勤務弁護
士が支部事務所で働いています。私が弁護士登録
した2008年12月は，弁護士が私を含めて４人であ
り，１か月後に２つ目の支部事務所である都城事
務所を開設する直前という時期でした。

手くボスに伝わらず，不安な気持ちを抱えながら

弁護士登録後３～４か月は，トレーニング期間

の支部事務所での勤務開始となってしまいまし

として，本庁事務所で勤務し，社員弁護士と一緒

た。弁護士登録６年を経過した今も，ボスが近く

に事件処理を行い，仕事の基礎中の基礎ともいえ

にいないことへの不安が完全に無くなったわけで

る部分を教えてもらいました（この期間中の都城

はありません。しかし，法律相談に対する回答の

事務所は，私以外の弁護士がローテーションで勤

内容をはじめ，
何かしらの悩みが生じた場合には，

務していました。）
。

その都度ボスや先輩弁護士に相談しながら事件を

トレーニング期間後は，上記弁護士のローテー

進めています。

ションに入れてもらい，まずは週に２日間だけ支

相談の方法ですが，電話やメールのほかに，直

部事務所で勤務するところからはじめ，徐々に支

接ボスに支部事務所まで足を運んでもらい２人体

部事務所で勤務する日数を増やしていきました。

制で相談を受けることもあります。その他に，テ

その結果，登録後１年３か月頃に完全に支部事務

レビ会議システムを使っての相談も行っていま

所で勤務することとなりました。

す。これは，本庁・支部事務所間を音声・映像回
線で繋ぐもので，普段は事務所内の会議に使って

▼

２

行く前に不安だったこと・悩んだこと，解

いるものです。期日や予定の関係でボスが支部事

消法

務所に来所できない場合には，相談者と私が支部

一番の不安は，
「ボス（社員弁護士）が近くに

事務所で待機したうえで，本庁事務所のボスと回

いなくて大丈夫だろうか。
」ということでした。

線を繋ぎ，２人体制で法律相談を受けることがあ

何か難しい相談が来て，何も答えられなかったら

ります。また，必要があれば，本庁事務所に事件

どうしよう…。相談者の方は怒って帰ってしまう

記録を直接持って行き，記録を見てもらいながら

のではないか…。このことは，本庁事務所でのト

アドバイスを受けることもあります。さらに，

レーニング期間から幾度となくボスに訴えていた

2013年からは，元検察官だった同期の男性弁護士

ことなのですが，残念ながら（？）私の不安は上

が同じ支部事務所に勤務することになり，事務所
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合もあるということを実感しました。

内で協議を行い悩みが解決することも増えまし

なお，現在でも上記女性の法律相談は継続され

た。

ており，相変わらず予約が込み合っている状況が

その他の不安事といえば，通勤の問題でした。

続いています。

私が住んでいる宮崎市内から支部事務所までは約
50キロメートル，高速道路を利用して車で約１時

▼

４

間の距離があるのですが，私は２回試験修了後に
漸く車の免許を取得したので（免許取得が就職の

法

条件でもありました。
）
，毎日，無事に支部事務所

地方での活動で困難であったこと・克服方

実際に支部事務所での勤務を開始して困ったこ

に通勤することができるかが本当に不安でした。

とは，意外にも，言葉（方言）の問題でした。私

しかしながら，人間は慣れるもので，今までのと

自身出身が宮崎市内でしたし，都城市は宮崎県内

ころ無事故で通勤を続けています。１日のうち約

でも宮崎市に次ぐ人口を擁している自治体である

２時間を通勤時間に費やしているため，支部事務

ため，方言がよく分からないというのは，少なか

所の近くに引っ越そうかと思うこともごくたまに

らぬ衝撃でした（一説によると，都城市はその一

あります。それでも，音楽を聴きながら車を運転

部が鹿児島県に接しているため，宮崎市とは異な

することで，いい意味で気持ちの切り替えができ

る文化圏・経済圏が発達するに至ったそうです。）。

ているのではないかと思っています。

この問題については，
言葉のみの説明ではなく，
ホワイトボード等に大きく文字を書くなどして，

▼

３

地方で仕事をしてみてよかったこと

少なくとも私が回答した内容が正確に相談者に伝
わっているか否かを確認するようにしています。

私は弁護士以外の仕事の経験がなく，また，弁
護士の仕事をした場所も宮崎市内と都城市内であ

方言や地名の読み方については，事務職員の方々

り，地方以外で仕事をした経験がないので，
「よ

に教えてもらうこともしばしばあります。
また，自治体等の会議に参加したり研修を担当

く分からない」というのが正直なところです。
しかしながら，市役所や社協の職員の方から
「女

する等，公益的な活動に参加させていただく機会

性の弁護士が近くに来てくれて良かった。
」と言

も多々あります。会議の内容によっては，自分が

われることは結構よくあります。

全く経験したことのない分野での発言を求められ

私が現在勤務している都城市は，私が登録する

ることもあります。幸いにも，事務所のボスの一

までいわゆる「女性ゼロ支部」でした。そのため，

人が女性ですので，ボスの経験談をアドバイスさ

市は，月に１回，女性弁護士による女性のための

せていただくこともあります。

無料法律相談を設けていましたが，予約が殺到す
５

▼

る結果，相談が数か月待ちになることも多く，ま

地方で女性弁護士が活躍することの意義・

後進へのメッセージ

た，相談を受けた結果，実際に当該女性弁護士に
依頼するには，打ち合わせの都度宮崎市内の法律

依頼者のニーズに合った法的サービスを提供す

事務所まで足を運ばなければならないという状況

るという観点からすれば，どこで働くかというこ

があったとのことです。

とはそれほど大きな問題ではないように感じま

この女性対象の法律相談制度，というと，何と

す。他の会員，自治体はじめ地域住民の皆さんと

なく家事事件が多いイメージがありますが，実際

の連携・協力があれば，地方で働くことは困難ば

には貸金や交通事故など，
弁護士の側から見ると，

かりではないはずです。

相談を受ける弁護士の性別にあまりこだわりがな
い類型の相談もよく混じっています。相談内容を
話す際に「女性の先生でよかったです。
」と言っ
てくださる相談者の方も多いです。私自身は，ど
ちらかというと「女性の」弁護士であることを強
く意識しているわけではないのですが，相談者に
よっては，相談相手が同性であることによって自
分の悩み事をより抵抗感なく打ち明けてくれる場
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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 ◦

【④独立事務所（香川県）秋月智美弁護士（61期）
】
▼

１

過疎地（地方）に行こうと思ったきっかけ

私は，2008年に登録をして以来，丸亀市（香川
県の中部）でイソ弁，観音寺市（香川県の西部）
で独立開業と，高松地方裁判所丸亀支部及び同観
音寺支部管内において活動をしております（香川
県弁護士会では，両支部管内の弁護士を「丸亀の
部」といいます。）
。
私が地方で弁護士活動をするきっかけとなった
のは，弁護修習だと思います。私は高松で修習を

秋月智美弁護士（右から二番目）

させていただいたのですが，当時，高松修習では
修習生24名中４名は，弁護修習を丸亀の部の弁護

愛媛県出身
2007年３月
2007年11月
2008年12月

士の事務所で行うというカリキュラムでした。私
は，幸いにもその４名に選ばれ（後にボス弁とな
る指導担当弁護士がくじで私を引き当ててくれた

九州大学法科大学院修了
司法修習（新第61期）
弁護士登録（香川県弁護士会）

日弁連高齢者・障害者の権利に関する委員会，両性の平等に
関する委員会
香川県弁護士会高齢者障害者支援センター運営委員会，犯罪
被害者支援委員会，民事介入暴力対策委員会等に所属

ようです。），後に就職先となる事務所にて弁護修
習をすることになりました。
私は，学生時代，行政学を専攻していたことも
あり，地域のために頑張っている人を法律の専門

弁護士が３名程度しかいない観音寺（女性はいま

家として応援したいと思っていました。弁護修習

せんでした。
）で活動することを選びました。

中には，社会福祉協議会等地域の方と連携をしな
２ 行く前に不安だったこと・悩んだこと，解消法

▼

がら活動をしている指導担当弁護士の姿を見て，
私が目指していたのはこれだと直感しました。そ

私は，登録当初は，弁護修習先に就職しました

うしているうちに，指導担当弁護士から，
「うち

ので，それほど不安はありませんでした。ただ，

の事務所に来る？」とお誘いいただき，私も「は

男性のベテラン弁護士ばかりの丸亀の部に，女性

い。」と返事をし，地方で弁護士として活動をす

の新人弁護士が入会してうまくやっていけるの

ることになったのです。

か，
と同期の女性に心配されたこともありました。

就職後，４年半の間，様々な業務を覚えながら，

しかし入会してみると，先輩弁護士にも気を遣っ

ボス弁に付いて，地域包括支援センター，社会福

ていただいたのか，すぐに雰囲気に馴染むことが

祉協議会など地域（特に福祉分野）を担う団体等

できたと思っています。

との連携を進めてきました。担当者と顔の見える

独立開業の時には，イソ弁時代よりもさらに司

関係を築き，問題が発生した場合にはケース会議

法過疎の地域に行くことに少し不安がありまし

を開いて法律の専門家として一緒に対応する，こ

た。というのも，私が登録した後，香川県弁護士

ういった活動にとてもやりがいを感じました。

会では，弁護士の数が急増していたのですが，観

そして，2013年４月，ボス弁の快諾を得て，先

音寺支部管内の弁護士の数はほとんど変わってい

に観音寺市で開業をしていた同期の事務所で共同

ませんでした。私は，イソ弁時代から，観音寺支

経営を始めました。丸亀市での開業も考えました

部管内でも弁護士に対するニーズはあるとは感じ

が，その時丸亀支部管内の弁護士の数は既に30名

ていましたが，これだけ開業する弁護士が増えな

に近づき，女性会員も複数名入会していた（登録

いのには，
何か理由があるはず（経営の困難性？）

時は，十数名で全て男性の弁護士，20期代から40

だと思ったからです。しかし，実際に独立してみ

期代のベテランばかりでした。
）ことから，まだ

ると，受任に繋がる事件数もたくさんあり，裁判
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所からの仕事（後見人，破産管財人，相続財産管

協議会等は，本庁で行われます。委員会活動等の

理人等）も多いです。今では，共同経営の同期の

ために本庁に行くとなると，往復２時間以上の時

弁護士（男性）１名，イソ弁（男性）１名，事務

間を取られてしまいます。この問題については，

局５名の体制で事務所を運営しています。

丸亀の部にもテレビ会議システム等が設置される
ことを要望しているところです。

▼

３

地方で仕事をしてみて良かったこと

また，地方で活動するにあたっては，フットワ

早いうちから様々な経験ができるというのが一

ーク軽く動くことが求められますが，地方では公

番のメリットだと思います。地方では，弁護士が

共交通機関がなかなか利用しづらく，それどころ

対応すべき事案があれば，若手であってもその役

か目的地に行く方法は自動車しかないということ

割を期待される機会は多いと思います。最初はわ

がほとんどです。私は，登録当初運転免許を取得

からないことだらけで，泣きそうになりながら調

していなかったので，
移動に困りました。そこで，

べることもありますが，その分得られるものも多

すぐに自動車学校に通い，免許を取得し自動車を

いと思います。講演会への講師派遣や行政の審査

購入しました（登録時点ではペーパードライバー

会等のメンバーとなって発言を求められることも

という弁護士も多く，すぐに自動車学校の講習に

多く，その度に勉強をしています。

通ったという話もよく聞きます。
）
。

また，地域で生活をしている人に寄り添いなが
５

▼

ら，法律サービスを提供することできることも地

地方で女性弁護士が活躍することの意義

方で仕事をする良さだと思います。私は，成年後

法的サービスの必要性や女性弁護士へのニーズ

見人の受任件数が多いのですが（弁護士が成年後

は，地方であっても都会であっても変わらないと

見人に選任されるものは，親族間紛争，虐待など

思います。

トラブルを抱えているケースがほとんどです。
）
，

特にDVの相談をされる女性や，女性の高齢者

本人が在宅生活の方の場合には，
社会福祉協議会，

からお話を聞かせてもらった時には，女性弁護士

民生委員，ヘルパー，ケアマネージャー等地域で

に相談したかった，やっと相談できてよかった，

本人を支える方と連携しながら，業務を行ってい

との声をきくことがよくあります。また，成年後

ます。トラブルが解決し，環境調整ができてくる

見業務等で地域の関係機関と連携をする時には，

と，本人の生活が安定し，顔つきが柔らかくなっ

福祉専門職には活発な女性が活躍していることが

てきます。このように地域の方とともに，本人の

多いためか，女性弁護士が歓迎されやすい傾向に

生活状況，表情の変化をみられるのは，地方で仕

あるように思います。

事をしているからこそではないかと思います。

このように，地方における女性弁護士へのニー
ズは思った以上にあり，地方で女性弁護士が活躍

４ 地方での活動で困難であったこと・克服方法

▼

する場面は多くあると思います。

仕事をするにあたって，一番気をつけているこ
６

▼

とは「利益相反」の問題です。地方では法律事務

後進へのメッセージ

所の数が限られており，一方の相談の後に相手方

私は，今後も地域に根差した弁護士として活動

から相談の予約の電話が入ることが少なくありま

を続けていくつもりです。また，地方にいても，

せん。この問題については，事務所内で予約時の

自ら望めば，研修等に参加して専門性を高めるこ

利益相反チェックを徹底することで対応していま

ともできます。実際，私は日弁連の高齢者・障害者

す。

の権利に関する委員会に所属して，東京で最先端の

会務のための移動に時間を取られてしまうのも

議論を見聞きし，地域に還元したいと思っていま

辛いところです。私は，会務には積極的に出席し

す。法律の専門家として地域の方を応援をすると

たいと思っていますが，委員会活動や裁判所との

いう活動に興味をもっていただければ幸いです。

御紹介した４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て
いるほか，女性弁護士がパイオニアとして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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地方で働くにはこんな形があります
ひまわり基金法律事務所
弁護士過疎解消のために，日弁連・弁護士会・弁護士会連合会の支援を受けて開設・運営さ
れる法律事務所です。「支援委員会」が所長弁護士の活動をサポートし，日弁連から資金援助も
行います。
詳しくは… 「日弁連ひまわり基金法律事務所（公設事務所）
」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/counsel/kaso_taisaku/himawari.html

法テラス・司法過疎地域事務所（４号事務所）
総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行い，司法過疎地域における法律サービスへの
アクセスを改善する役割を担います。法テラスでは，司法修習修了者を直ちにスタッフ弁護士
として採用した上，研修等を実施し，その後全国の法テラス法律事務所等に派遣しています。
詳しくは… 「法テラス（日本司法支援センター）」 http://www.houterasu.or.jp/

独立開業・偏在対応弁護士独立開業支援等
日弁連は，弁護士の偏在解消が必要な地域で独立開業しようとする弁護士又は司法修習生に
対し，350万円もしくは650万円を上限に無利息で貸し付けを行います。
詳しくは… 「日弁連偏在対応弁護士等経済的支援，新人弁護士等準備養成等援助」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/counsel/kaso_taisaku/henzai_shien.html

勤務弁護士
既存の法律事務所に就職することも地方で活躍する方法の一つです。地方の法律事務所での
勤務を希望する場合には，就職・転職情報サイト「ひまわり求人ナビ」等だけではなく，希望
地域の法律事務所に直接アクセスする，知人に紹介してもらう等の活動が有効のようです。
詳しくは… 「日弁連ひまわり求人求職ナビ」

https://www.bengoshikai.jp/kyujin/link.php

日弁連・各地の弁護士会は，執務環境整備のために様々な工夫をしています
産前産後・育児期間中の会費免除制度
eラーニングやテレビ会議システムによる委員会，研修のシステム
セクハラ・性別による差別的取扱い等の防止に関する規則の整備

等々…

日本弁護士連合会と各弁護士会連合会は，過疎地に赴任・開業する弁護士に，
経済的支援をはじ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
連合会のホームページをご覧ください）。
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/activity/resolution/counsel/kaso_taisaku.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

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，やりがいと自信を持って
地域社会のために，楽しく仕事をしませんか？
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