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付添人がいてよかった
少年の声・親の声
少年事件を起こして、逮捕されたり、家庭裁判所に送られたとき、弁護
士が付いているとどこが違うのでしょうか？
実際に、少年時代に家庭裁判所に送られて弁護士が付いた経験のある元
少年と自分の子どもが家庭裁判所に送られた経験のあるお母さんにおいで
いただき、お話を聞きました（以下はいずれも仮名）
。
インタビュアーは、ジャーナリストの江川紹子さんにお願いしました。

アツシさん（男性）
：

ユウコさん（女性）
：

暴走行為、傷害、公務執行妨害な

17 歳のとき傷害事件で逮捕、家

どにより、7 回少年鑑別所に送致

庭裁判所に送られ、弁護士付添人

され、2 回少年院送致決定を受け

を選任。保護観察処分を受けた。

た経験を持つが、最後の事件で弁
護士付添人を選任。最終的には保
護観察処分を受けた。

トモミさん（女性）
：

落合さん（女性・母親）
：

17 歳のとき、暴走行為で逮捕さ

自身の子どもが、非行により 2 回

れ、弁護士付添人を選任。家庭裁

家庭裁判所に送られた経験を持

判所の審判で、試験観察を経て保

ち、それぞれ違う弁護士を付添人

護観察処分となった。

に選任。現在は、
「
『非行』と向き
合う親たちの会」に参加している。

このパンフレットは、2010 年 12 月 4 日に開催されたシンポジウム「子どもたちにも弁護士を !!
〜家庭裁判所の少年審判を受けた元少年の声を聞く〜」
（横浜弁護士会主催、日本弁護士連合会・関
東弁護士会連合会共催）のうち、江川紹子氏による元少年・保護者に対するインタビューと同氏の
まとめを抜粋して要約したものです。

江川紹子さん：
ジャーナリスト。1982 年神奈川
新 聞 社 入 社、1987 年 同 社 退 社、

影山秀人弁護士：
日弁連子どもの権利委員会委員長
（2008 〜 2011 年度）

以後フリー。
「青春探検（NHK）
」
、
「少年少女プロジェクト 聞きた
い！ 10 代の言い分（NHK 教育）
」
などに出演。主な著書は「学校を
変えよう！」「救世主の野望−オ
ウム真理教を追って」他。
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付添人がいてよかった

アツシさん（元少年・男性）の体験

ユウコさん（元少年・女性）の体験

〜自分が変わるきっかけを作ってくれた

江

川

アツシ

少年の声・親の声

〜真剣に自分の話を聞いてくれた

アツシさんは、どういう事件で何回ぐらい捕まったんですか？

江

川

共同危険行為（暴走）とか傷害とか公務執行妨害

ユウコ

ユウコさんの事件はどのようなものだったんでしょうか？
傷害事件でした。おまわりさんは「全部しゃべればすぐ帰すよ」と言って

とか。逮捕歴はあまり覚えてないくらいたくさんあって、

家に逮捕状を持ってきたので、逮捕されたときは、すぐ帰れると思っていたんで

鑑別所には 7 回、少年院には 2 回行きました。逮捕され

すね。弁護士とかそういう制度も知らなかったですし、無知だから全部しゃべっ

たときには弁護士を呼べると言われるんですが、費用の

ちゃうんですね。そうしたら、そのまま勾留されてしまいました。
「約束が違う」

ことや、弁護士が来て何になるのかも分からないので、

と言ったんですが、そのままでした。

弁護士はずっと付けていなくて、7 回目ではじめて弁護

10 日間の勾留期間中は、毎日泣いていました。留置場の中でも、未成年だっ

士を付けました。
その中で、18 歳の頃にバイクに乗っていてパトカー

たので、一緒に勾留されている人に顔が見えないように、全部カーテンを引かれ
アツシさん

るんです。何も外が見えないので、本当にきつかったです。早く外に出たいとい

に轢かれたことがあったんですが、警察はそれを認めず、

うことしか考えられず、ちょっと音が聞こえれば、友達が来たんじゃないかと思っ

パトカーについた傷も、
「お前が金属バットで殴って傷を付けた」と言い張られ

て、見えない窓から一生懸命背伸びして見たりしていました。

ました。そのときは相当投げやりな気持ちだったので、
「いいや」と思って警察
の言うとおりにしました。
少年事件では、少年が諦めてしまい、やってもいないのに「やった」と言うこ

江

川 「自分はこれからどうなっちゃうんだろう？」っていう、そういう不安と

いうのはありましたか。

ともあると思うんです。そういう話を弁護士が聞いてくれると、やっぱり違うん
じゃないかなと思います。

ユウコ

不安はあったけれど、どうにもならないと思っていたので…。さっきアツ

シさんもおっしゃっていたけれど、投げやりな感じでした。
江

川

今まで警察関係の人と接していて、自分の話をちゃんと聞いてくれるとい

取調べにも、都合よく答えていたと思います。おまわりさんに対していい印象

う人には会えなかった？それに、
「投げやり」って言ったけれど、どうしてそん

はなかったし、何を言っても悪く取られると思っていたので、ちゃんとはしゃ

なに投げやりになっちゃうんだろう。自分のことなのに。

べってなかったと思います。
これからどういう手続で、どんなふうになるかということを説明してくれる人

アツシ

12 歳からそういう悪いことをし始めて、ずっとやっていましたけれど、

もいなかったです。

ちゃんと話を聞いてくれる人には会えなかったです。調査官からも「おまえは社
会に出てもどうしようもないんだ」というようなことを言われたことがあり、イ
ラついて「おまえに俺の何が分かるんだよ」とずっと思っていました。

江

川

弁護士を付けようということになったのは、どの

段階から、どういう経緯で？

今振り返ってみても、親には素直になれない気持ちがあるので、弁護士さんは
いい位置にいると思います。自分は、心を開いて話せました。あくまでも子ども
ですから、真剣に話を聞いて接してくれる人にしか心は開けないので、やっぱり

ユウコ

鑑別所に行ってから、
母が弁護士を付けてくれて、

初めてそこで弁護士さんと会いました。

弁護士さんの力は大きいと思います。自分にとって、自分が変われるきっかけを
作ってくれたと思います。

江

川

初めて弁護士と会ったときってどんな感じだっ

た？「この人は信用できる」って最初から思えた？
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ユウコさん
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ユウコ

最初は思わなかったと思います。目の前に弁護士さんが 2 人いて、ちょっ

江

川

少年の声・親の声

自宅に来る弁護士を見て、どんな感想を持った？

と年上の方と若い方と。若い人のほうがいいな、みたいな。若い人のほうが気持
ちを分かってくれるかな、みたいには思いました。

トモミ

むかつきました（笑）
。そのときは中学生だったので、弁護士とか警察官

とか裁判所とか、そういう感じの人たちって、自分たちをけなしているというか、
江

川

最初の段階で、結構会話はできるようになりましたか。

正当なこと、分かっているようなことしか言わない人っていうか。敵、うざい、
みたいな。敵・味方でしか考えられないという感じでした。

ユウコ

時間はかからなかったと思います。何か、真剣に自分の話を聞いてくれて

いる気がして、自分も素直に話をしたと思います。何を話したのかはよく覚えて
ないですけど、事件以外のこと、私生活でも、本当にくだらないことでも、ちゃ

江

川

それでも、自分が捕まったときには、弁護士を頼んだほうがいいかな、と

思った？

んと耳を傾けて聴いてくれている、と自分は思っていたので、素直にすべてを話
したと思います。私は、弁護士さんが自分の気持ちを聞いてくれたから、素直に
被害者にも謝罪ができたと思います。

トモミ

私が頼んだんじゃなくて、うちの親が頼んでくれたんです。逮捕されて勾

留される前にも何回か助けてもらって、割としゃべる感じだったんですけれど、
捕まって勾留されてから、余計に心は開けたかなと思います。

江

川

弁護士さんは、私の家庭環境があまり良くなかったので、親とのコミュニケー

まわりにいろいろな大人の人がいたと思うんですけれども、例えば親だと

か、学校へ行っていたときの先生だとか。他の大人と弁護士との関わり方という

ションをとれるように、親がこう思っている、という話をしてくれました。
自分が人に何を伝えたくて、何でそういうことをしちゃったのか、自分自身で

のは、やっぱり違う？

も良く分かっていなかったんですが、弁護士さんは、面会に来るたびにいろいろ
ユウコ

私は違いました。あまり親とも仲良くなかったので、親には素直に話せな

話をしてくれて、私の「答え探し」の手伝いをしてくれました。

いことがあって、でも本当は素直に親に謝りたかったり…。本当はもっとこうし
て欲しい、という気持ちがあったのに言えなくて。それを弁護士さんに話すこと
ができたから、その後、親とも関係が修復できたのかなって。

江

川

親とは、どうもあまり関係がよくなかったみたいだけれども、親が付けた

弁護士なわけですよね。それでも、弁護士と親とはちょっと違う存在という感じ
だった？

江

川

そうか。なんか距離にすると、親とは近すぎるというところがあるじゃな

い？ちょっと離れた関係のほうがしゃべりやすいこともあるという感じかな？

トモミ

親は、あくまでも親なんですよね。同じ人間なんだけれど、一人の人とは

見えなくて。自分の気持ちを分かってくれるというふうには、
そもそも思わなかっ
ユウコ

全くどっちの味方でもない人が間に入ってくれることで、親ともちゃんと

たし。聞いてはくれるんでしょうけれど、理解をしようとはしてくれないという

向き合えた気がします、私は。

か。結局は、世間体とか、
「あなたの将来を…」とか
しか言わないというふうに思っていたから、やっぱ
り弁護士さんと親とは違うかなと。順繰り順繰りに

トモミさん（元少年・女性）の体験

ですけど、親にも言えないようなこともずいぶん相

〜非行の「根本」を整理しようとしてくれた

江

川

談できました。

トモミさんは、どういう経緯で弁護士を付けることになったの？
江

トモミ

弁護士さんには最初に私の妹が弁護してもらっていて、その件で自宅に来

たときに初めて会いました。その時点では私のほうは逮捕とかはされていません
でした。

4

川

トモミさんは、弁護士が、家庭環境の調整

だとか、あるいは自分自身のことを気づかせてくれ
トモミさん

たというようなことも言っていたんですけれども、
どんな経緯でそういうふうになっていったの？
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トモミ

なんか、
事件のことはあまり聞かれなくて、
本当に
「何しに来たんだろう？」

落合さん（少年の母親）の体験

じゃないけれど、そういう感じで。
「今日は何をしてたの？」とか「好きな音楽

〜どう対応したらいいか分からない

は何？」とか。伝えたいことはたくさんあるのに、言葉にできないから、
「留置
場でこんな歌が今日ラジオで流れていて、すごくいいと思った」とか言うと、そ
の CD を買ってきてくれて、
「こんなことが言いたかったんだね」と理解をして

少年の声・親の声

江

川

落合さんは、非行を犯した少年の母親の立場として、弁護士と関わったと

きの様子を聞かせてください。

くれたりとか。それを親に対して「たぶん彼女はこんなふうにいろいろなことを
思っていて…」というふうに代弁をしてくれたり、言わなくても気づこうとして
くれました。

落

合

私の場合は、子どもが初めて事件を起こしたとき

には、弁護士さんをお願いしませんでした。損害賠償を
するようなことがない事件でも、弁護士さんを呼んでい

江

川

そうすると、事件そのものや暴走関係のことを聞くんじゃなくて、むしろ

その背景の、いろいろなあなた自身の気持ちとか、そういうことに注目してくれ

いんだということを知らなかったので。ですから、たぶ
ん、調査官と親だけの面接だったと思います。
2 回目は、
「かながわ『非行』と向き合う親たちの会（道

たの？

草の会）
」で、
少年の立ち直りを支える一人の大人として、
トモミ

そうですね。たぶん、その事件のことだけを片付けようと思っていたので

付添人という弁護士さんがいてくださるんだから、親以

はなくて、いろいろな「根本」を整理してくれようとしていたというか。
「じゃ

外の大人も付いたほうがいいんじゃないか、というよう

あ何で暴走族をやってしまったんだろう？」とか、
「何でお母さんに対してそう

な勉強をしていましたので、弁護士さんをお願いしまし

いう気持ちを抱いちゃうんだろう？」とか、自分のもやもやしていた気持ちの根

た。調査官との面会で調査官がおっしゃっていた内容をどう理解したらいいか、

本を全部整理して、最後に「じゃあ、そんなことをやった自分ってどうなの？」っ

というようなことについて弁護士さんに相談に乗っていただきました。

落合さん

ていう、本当に、最後の最後に、事件について「どうだったんだろう」という話
をされたときに、出なかった答えがやっと出たというか。
江

川

自分自身、どういう答えをその時点で出したのかな。

江

川

弁護士が付かなかった最初のときは、
どんなふうに対応していたんですか。

落

合

うちの子の場合は中学校を卒業していましたし、高校にもすぐに行かなく

なってしまって退学していたので、相談するところがなかったんです。地域の派
トモミ

何か、自分の気持ちとか今まで他人に言ったことがなくて、本当に恨みつ

出所のおまわりさんとか、紹介された相談機関に相談に行くんですけれど、そこ

らみで。ただ、
「信じてもいい人はいるんだよ」とか、
「たくさん相談するところ

で「お母さん、一生懸命やっていますよね。子どもさんを救えるのはお母さんし

はあって、逃げられる場所があるんだよ」という話もしてくれたときに、初めて、

かいないから、頑張りなさい」と励ましていただくことで、逆にすごく私の変な

自分がしたことがどんなに悪いことだったんだろう、というのを気づいたという

エネルギーになってしまって、子どもを追いかけ回す、後をつけ回す、といった

感じです。

ようなことになってしまいました。
捕まってしまうと、今度は目の前にいるこの調査官にすべて相談しよう、と

江

川

その後も、もちろんミスしたり失敗したりすることもあったかもしれない

けれど、生き方みたいなのは、少し変わった感じがする？

なってしまいました。
「子どもの携帯電話を覗いてみたら、
先輩から電話があった」
とか、
「洗濯をしていたら、暴走するルートらしきメモが入っていたんだけれど、
これはどうしたらいいんだろうか」なんて、調査官に電話をしちゃうんですね。

トモミ

弁護士さんと会ってなかったら、たぶん、いま家庭を持ってなかったな、っ

て。今でも他人のことを信じてなかったと思うし。それはすごく大きな出会いだっ
たと思います。

調査官が
「見せてください」
と言うので、
恐れ多くも家庭裁判所に FAX してしまっ
たり…。
「間違いを教えるのが親の役割だから、間違いを見て見ぬふりはしてはいけな
い」
「今のうちに何とかしないと、この子の人生は終わってしまう」
、頑なにそん
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なふうに思い込んでいました。

アツシ

少年の声・親の声

いましたね。でも、その説教というのは、あくまでもその人の「感情」で

しかない説教であって、やっぱり子どもにはそれは伝わらない説教だったですね。
江

川

そのときの親子関係はどうだったんですか？

「何言っているんだ、こいつは」とか「何？このおやじは」という感じでしか聞
いていない感じです。親身になって言ってくれる説教というのは、やっぱり違い

落

合

やっぱり、相当「うざ」かったと思います。私としては、すごく賢く立ち

回っていて、自分が根掘り葉掘り調査官に教えているというようなことは、息子

ますよ。親にそういうふうにされても反発するだけなので、
そういう人がいなきゃ
いけないな、って自分は思いますね。

には気が付かれないようにやっていたつもりでいましたが、ばれていたかもしれ
ない…。

江

川

最後の事件では、弁護士が付いて少年院には行かなかったということだけ

ど、弁護士はどういうことをやってくれたの？

アツシさんにとっての弁護士付添人の存在
〜環境を整備してくれた

江

川

アツシさんからも、弁護士が付いてから、付いていないときとどんなふう

に違いがあったのかというのを教えてくれる？
アツシ

やっぱり事件そのもの、事件の重さもあるんでしょうけれど、事件の内容

よりも、個人の問題というのを解決しない限りは、たぶんその子は同じことを繰

アツシ

自分も確実に少年院へ行くんじゃないか、
って思っていたんですけれど…。

戻る場所が地元しかないんだったら戻せない、という感じだったんですけれど、
弁護士さんが彼女とも一緒に動いてくれて、県外に家を借りて環境を作ってくれ
たので、少年院には行かないことになりました。
江

川

そうか。地元だと、かつての仲間がいっぱいいて、また何か誘惑されちゃ

うから。

り返すんじゃないか、と思います。そういうところが違ってくるんじゃないです
か。最初、ずっと弁護士を付けないで捕まっていたときは、更生しようとか、ちゃ
んとしようというのは、一回も思ったことがなくて、鑑別所に入って、少年院に

アツシ

はい。環境を変えて、勤め先は自分で探して、ちょっとしてから彼女と結

婚することになりました。

入って、別に誰と出会っても、そういうふうに思えるきっかけがなかったです。
少年なんて、やっぱりそういう「きっかけ」で本当に変わると思うんですけれど、

江

川

環境を変えたら、そこでまた暴走しようと思わなかった？

自分の場合は弁護士さんと出会って、実際結婚して、子どももいて、というのを
考えると、やっぱり素直に話せる人がいるのといないのとでは違うな、と。

アツシ

それは思わなかったですね、さすがに。こうやって、自分のためにしてく

れる人がいるから頑張ろう、って初めて思うようになれました。
江

川

あなたの場合は、ずいぶん何回もいろいろなことをやったみたいだけれど

も、それがどうしてそういうことになったのかというのは、弁護士と話していて、

ユウコさんにとっての弁護士付添人の存在

自分なりに何か見えてきたことってある？
アツシ

僕の場合は家庭環境が別に悪くもなく、まあ良くもない感じなんですけれ

〜被害者への謝罪の気持ち

江

川

ユウコさんにも伺いたいんですけれど、さっき、やっぱり自分のやったこ

ど、やっぱり「甘やかされすぎた」と言われたときがあって、そういうことを言

とについて謝罪をしなきゃいけない、という気持ちになったと。それは弁護士が

われたことがなかったので、そういうこともいけないんだな、と。

いてくれたから、というようなことを言っていたけれど、どんなふうな事件で、
最初はどんな感情だったのか、というのをちょっと聞いてもいいかな。

江

川

それまでにも、説教したり怒ったりする人はいっぱいいたでしょう。おま

わりさんとか。

ユウコ

ただその子のことがむかついて、暴力を振るってしまって、被害届が出て。

捕まってからも、あいつが悪いんじゃん、ぐらいにしか思っていなくて、人を傷

8
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つけたことが悪いとかは全く思っていなかった。警察署にいる間は、そう思って
いたと思います。

ユウコ

少年の声・親の声

保護観察でした。それを聞いたときには、正直「出られる」
「外に出られ

る」というのが大きかったけど、でも「ここからだよ」
「これから頑張っていか
なければいけないよ」ということを母親からも弁護士さんからも強く言われたの

江

川

ユウコ

弁護士と会って、どんな話をして、どんなふうに自分が変わっていった？

で、
「頑張ろう」ってすごく思いました、そのとき。
江

人を傷つけることはいけない。当たり前のことだ

川

その後の親子の関係とか、少し変わったところがある？

けど、当たり前のことを素直にできなかったから。親に
ユウコ

言われれば自分が刃向かっていくだけだし、普通のこと

なるべく近くにいようと、きっと母親もそういうふうに思ってくれて、近

を普通に教えてくれることが、自分には大きかったです。

づいてくるんですけれど、近すぎるんですね。近くに寄り過ぎちゃって、それが

親は感情を出してくるし、自分も感情が出ちゃうし。で

鬱陶しくなっちゃったりとか。だから、反省しているはずなのに、また同じこと

も、真剣に話を聞いてくれている人に、感情をむき出し

をやろうとしちゃったりとかいうのは正直あったけど、それでもやっぱり保護司

にはならないじゃないですか。だから、素直に話を聞け

さんがいたりとか、弁護士さんの言葉だったり、そういうのはすごく大きくて、

て、冷静に考えることができました。それで、人に暴力
を振るってはいけないこと、振るってしまって、悪いこ

ユウコさん

とをしたら謝らなければいけないことを教えてもらいました。たぶん初めて他人
に頭を下げたと思います。
江

川

でも、やっぱり頭を下げるって、結構、決断というか、勇気が要ることじゃ

ストップが利きました。
江

川

やっぱり自分が一番しんどいときに弁護士が言ってくれたこととか、そう

いうのは結構残っている感じ？
ユウコ

すべてが今につながっています。はじめて出会ってから十何年経って、今

でも何か困ったときはすぐに電話しちゃいます。その事件で終わりじゃなくて、

ない？

ずっと頼っています。大きいです、やっぱり私には。
ユウコ

きつかったですね。きっと、当時弁護士さんにも「いやだ」って言ってい

たと思います。
「頭は下げない」みたいな。それでも、弁護士さんからは、
「悪い

江

川

お母さんへの気持ちというのは、今はどうですか。

ことをしたら頭を下げるんだ」っていう、ただそういった当たり前のことを当た
り前に教えてもらって。親にも同じことは言われたんですけれど、親に言われて
もできないんですよね。最後は一緒に行ってもらいました。
江

川

ユウコ

ユウコ

だろうなと、すごくそれは思います。

その後というのはどんな気持ちになった？

落合さんにとっての弁護士付添人の存在
〜子どもの立場に立って欲しい

頭を下げた後ですか。
「もう裏切っちゃいけないな」って。弁護士さんが

一緒に頭を下げに行ってくれて、話をしてくれたので。きっとその弁護士さんが

感謝しています。やっぱり時間が経ってくると、お母さんも大変だったん

江

川

落合さんなんですけれども、先ほど、弁護士が付く前は調査官に相談した

いなかったら、相手は被害届を下げなかったと思うし。
「もう裏切っちゃいけな

り、全部情報を伝えたりしていたということなんですが、弁護士が付くようになっ

いな」って。

たのは、どういうきっかけで、弁護士が付いてからはどういうふうに対応したの
か、というのを教えていただけますか。

江

川

被害者の方が謝罪を受けてくれなかったら、少年院に行くこともあり得た

わけかしら。自分で謝ることができて、結局処分はどうだったの？

落

合

弁護士さんをお願いしたほうがいいんだというのは、
「
『非行』と向き合う

親たちの会」の活動の中で知った知識です。あとは、うちは弁護士さんを付けた

10
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ケースが 2 回あって、やはりどんな弁護士さんでも付いたらいいのかというと、

お話を突然弁護士さんにしたんですね。そうしたら弁護士さんは、私のそんなグ

そういうわけでもないんだな、ということを、後になってから、息子のふと漏ら

ダグダを分からなかったとは思うんですが、
「はい、わかりましたよ」と受け入

した発言を聞いて思いました。

れてくださって、息子にもたぶんその辺を伝えてくれたと思うんです。後で息子
からも「2 人目の弁護士さんのときは、オカンも頑張ってたんだな、相当」みた

江

川

どんなことだったんですか？

いなことを言われました。だから私のそんな必死さは、たぶん、弁護士さんを通
して伝わったのかな、と思ってます。

落

合

2 回目の事件で弁護士さんを初めてお願いしたと
江

きのことを、息子が後になってから、
「オカンがよこし

川

以前みたいに、
「自分がやらなきゃ」みたいな、そういう感じではなくなっ

た弁護士だから、俺の味方に違いはないと思ったけど、

ていった。そういう意味でも、信頼できる弁護士を付けるということは、親にとっ

相手側の人だった」みたいな言い方をしたんですね。
「何

てもすごくよかった、ということでしょうか。

で？」って聞いたら、
「鑑別所に面会に来たときに、弁
護士さんが調査官と話している時間のほうが長くて、俺
と話している時間はほんのちょっとだった」というよう

落合さん

なこととか。うちの子も暴走族だから、弁護士さんと会っていても、皆さんたち

落

合

そうです。やって欲しいことを伝えて、それがやり過ぎなら、弁護士さん

は上手に調整しながらやってくださるでしょうから。そこが、親にはとっても難
しい。

とは違って、何か上下関係の「上」の人と話しているみたいな形が続いてしまっ
たみたいで。だから「俺側の人じゃなかった」ということを言ったんです。私と

弁護士の費用について

しては「だったら早く言えよ」と。
「そのときに代えてあげることもできたのに」
というようなことを思うんですけれど、そんなふうなこともありましたね。
3 回目の事件では、息子も成長しているというか、年齢的に大きくなっていた
のもあって、
「弁護士さんというのはこういう役割」というのも少し分かってい

江

川

弁護士を頼むというのは、費用の件というのはすごく心配ではなかったで

すか。

たかもしれませんが、弁護士さんにもきちんと向き合っていただけました。だか
ら、弁護士さんが付いたらそれでいいというものでもないんだ、というふうな感
想を私は持っています。
江

川

その 3 回目のときのことなんですけれども、親のほうの側の関わり方、そ

落

合

心配ですけれど、それには代えられないですね。やはり親の責任だという

ふうに私は思っていたので。
江

川 ユウコさんは、弁護士を頼むのに、費用のこととか気にならなかったですか。

れは何か変化はありましたか。
ユウコ 「いや、うちにはそんなお金ないでしょう」って。
「弁護士さんが来たよ」
落

合

私は、自分が子どもを追いつめて、追いかけ回して、さっき言われた「う

というので、最初 2 人もみえたから、
「無理無理」って思っていました。やっぱ

ざい」ことをさんざんしてきたがために、息子よりも余程悪いことをしている子

り弁護士を頼むとなると高くつくだろうなという感じはあったので、気にはなっ

は無傷なのに、うちの子は情報を全部届けているから捕まる、みたいなことになっ

ていたけど、お母さんが全部していたようなので、自分からはなかなか聞けませ

てしまって、そこがすごく自分でもまだ後悔しているところなんです。

んでした。

3 回目のときは、
「もしかしたら、息子にとってやり直しをする最後のチャン
スかもしれない」と思って、弁護士さんに、
「私が今まで過干渉、手をかけすぎ
てきたので、手をかけないで、息子自身が自分の責任を自分でとれるような格好

江

川

影山弁護士、お待たせしました。その費用の件なんですけれど、今はどう

いうふうになっているんですか？

で、今回の事件を整理していって欲しい」とお願いしました。
「だから私は、息
子に面会にも行かないし、一切そういう役割はやめておこうと思います」という

12

影

山

大きく分けると、
「私選」と「国選」というのがあるんですけれども、被
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疑者として警察にいる段階では、現在「国選」の制度

弁護士がいたらよかった」とか「こういうことをして欲しかったな」ということ

が拡がってきていますから、警察に捕まった段階では、

が何かあるかな。アツシさん、どうですか。

窃盗とか傷害の事件でも、子どもの事件であっても、
本人が請求すれば、国選の弁護人が付くようになって
います。
しかし、事件が家庭裁判所に送られ、少年が鑑別所
に入ったりしている段階になると、
「国選」の付添人は、
影山弁護士

アツシ

自分は本当に変われたので、特にはないですけれど、これからそういう制

度が出来てきたときには、たぶん弁護士さんが皆が皆少年事件を扱っているわけ
ではないと思うので、やっぱり、少年の気持ちをよく考えて接して欲しいかな、
と思うんです。

まだすごく狭い範囲でしか制度化されていません。例
えば、強盗とか殺人などの重大な事件については「国

江

川

少年の事件をやる弁護士に一番必要なものって何だろう？

選付添人」として国の費用で弁護士を付けられるんだけれど、それ以外は基本的
には「私選」で付けるしかないんです。私選だと、例えば 20 万円とか 30 万円と

アツシ

やっぱり子どもの気持ちですかね。子どもの気持ち、子どもの立場で子ど

か費用がかかると思いますけれども、そういうふうな費用を親が支払って依頼す

もに接したほうが、やっぱり子どもは絶対心を開くと思うので、そういう気持ち

ることになります。ただ、親がそれだけの費用を負担できない場合でも、私たち

で接して欲しいです。

日弁連では、
「少年保護事件付添援助制度」という制度を作っています。この制
度を使うと、少年本人とかあるいは保護者の方などが経済的な負担をせずに、弁
護士を依頼することができます。

江

川

今は暴走行為とか、何かまたやってみたいなという気持ちは全然わかな

い？

今日は、弁護士が自分たちで作り上げた「付添援助」という制度のままではな
くて、国の費用で「国選付添人」として、もっともっと少年たちに幅広く弁護士
を付けられるようになったらいいなと、そんなことを皆さんに知ってもらいたい

アツシ

そうですね、もう子どもがいて、子どもをそういうふうにさせたくない、

というのがあるので。親と同じようにはしないように、日々努力しています。

という思いで、こういう集会をやったんです。
江
江

川

そうすると、今は、弁護士たちがそれぞれお金を出し合って、という、そ

んな制度なわけですか。
影

山

そうなんです。日弁連が全国の弁護士から月額 4,200 円ずつの特別会費を

川

ありがとう。トモミさんはどうですか？弁護士に「こういうこともやって

欲しかったな」とか、
「あのときにいてもらったら、もっと助かったのに」なん
ていうことはありますか。
トモミ

忙しい弁護士さんなので、もう少し愚痴を聞いて欲しかったときもあった

集めて、
「少年・刑事財政基金」という基金を作り、
「少年保護事件付添援助制度」

かな（笑）
。でも、本当に数え切れないほど裏切り続けてきたので…。ただ、す

のほか、国選弁護の対象にならない被疑者弁護活動への援助制度、それに当番弁

ごい怖いときがあるので、もうちょっと優しく。超シビアに大人の意見でビシッ

護士・当番付添人制度の費用に充てられています。このようにして、それぞれの

と怒られるときとかあったから、
「もうちょっと子どもとして扱ってよ」という

活動をした弁護士に対して、そんなにたくさんではありませんけれども活動費用

ときはあったかな、って（笑）
。

を渡せるような、そういう仕組みを作り上げています。2010 年度には、総額約
12 億 3400 万円、
そのうち、
約 7 億 6000 万円が「付添援助制度」に使われています。

江

川

一回事件が終わってからまた何かやっちゃったというときなんかは、やっ

ぱり怒られた？

付添人となる弁護士に望むこと

トモミ

最後のほうは、たぶん呆れていたかな、というほうに近いんですけれど、

怒りはしなかったですね。さんざん警察署で「馬鹿」だの、
「クズ」だのと言わ
江

14

川

そろそろ終盤に入ってくるわけなんですが、皆さんには「こういうときに

れている後に会っているから、怒られたりはしなかったです。「何でまたやっ
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ちゃったの？」みたいな、そんな感じで。
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私は全くないです。当時してくれたこととか、話を聞いてくれたことが、

今の自分にすごくつながっていると思うので、全くないです。
江

川

でも、それだけ何回かやると、もう見捨てられるんじゃないかみたいな気
江

持ちはなかった？

川

今お子さんがいらっしゃいますよね。さっきアツシさんも、子どもには自

分たちのやったような間違いを繰り返して欲しくない、というふうに言っていた
トモミ

半分あったけど、半分なかった。なんか、

けれど、お母さんになってみて、どうですか。

もうさすがに言えないというのもあったけど、やっ
ユウコ

ぱり何かあったときはいつも助けてくれたりして
いたし、だから半分半分でしたね。でも、全然見

絶対いやです。だから、子どものすることに向き合いたいですね。干渉し

すぎず、いい距離を保って見ててあげたいなって。

捨てないで、最後まで付き合ってくれました。
江

環境を変えるために県外に行ったときも、彼と 2

川

それでも失敗するかもしれないですね。ひょっとしたら。

人でノイローゼになっちゃって、
「何、どうしよう
…」みたいになったときに、忙しいのに車で 2 人
がいた愛知まで会いに来てくれて、何しに来たの

トモミさん

かと思ったらお昼ご飯を食べて帰っていったりとか。そういうのはそのときだけ

ユウコ

失敗したら、弁護士さんに（笑）
。

江

わかりました。ありがとう。落合さんは、いろいろ他のお母さん方の話も

川

じゃなくて、その後もずっと。最近なんかも喧嘩したときに、
「もう離婚してや

聞いていると思うんですけれども、弁護士に対する苦情だとか、あるいはこんな

るんだ」って電話するだとか（笑）
、結構助けられてます。

こともやって欲しいとか、あんなふうにして欲しいとか、そういう声も聞いてい
らっしゃると思うんですが、例えばどんなものがありますか？

江

川

そうやって愛知までご飯を食べに来てくれるときも、別にそれで法律家と

して活動するわけじゃないけど、何かそれだけでもずいぶん違うのかな？

落

合

彼らが言ってくださったとおり、やはり困っている当事者は少年だから、

少年が自分の困っていることについて、弱音を吐ける、弱音を受け止めてくださ
トモミ

本当に全然知っている人もいないし、仕事を探したくても、町の名前さえ

る弁護士さんにぜひ付いていただきたいな、と思うのが一番大きいです。その年

も分からないし、車の免許もないし、スーパーに行くのにタクシーでないと行け

の差というのが、やはり 14 歳ぐらいの少年のところに、お年寄りの弁護士さん

ないようなところに部屋を借りちゃったので。知っている人が来てくれたという

が来て、すごくしんどそうに付き添われても、やはりそれはエーって、その少年

ので、私泣きました。

がどうなんだろうというのもありますし。
あと、彼らを見ていると、少年院に行ったから失敗とか、そういうことでは決

江

川

そうだったんだ。今でもそういうお付き合いというか、何か困ったときは

連絡したいなという、そういう関係？

してなかったなとすごく思うんですね。ですから、弁護士さんをお願いするとき
の取り決めで、着手金が 30 万とか 20 万、成功報酬が 20 万、30 万というふうに、
少年院に行かないことが「成功」で、少年院に行ったら「失敗」みたいな、その

トモミ

そうですね。たぶん、弁護士さんにも何か分かるみたいで、単純な愚痴の

報酬の決め方には馴染めないところがあります。今後、そのあたりのところをど

ときは電話に出てくれないんですよ、お忙しいから（笑）
。留守電とかに入れて、

んなふうに整理していくのかな、そんなところも一つの課題かな、というふうに

本当にこれは危機かも、っていうときに電話がかかってきたりとか。今でもずっ

思っています。

と、やっぱり何かあると電話をかけちゃいますね。
江
江

川

ユウコさんは、弁護士に「こういうこともやって欲しかったな」とか、
「こ

ういうときにいて欲しかったな」みたいな、そういう要望みたいなのはありますか。

16

川

影山弁護士、今、年の差のある弁護士というお話が出ました。もちろん、

お年寄りでもすごく一生懸命になさっているでしょうが、いや、影山弁護士はま
だお年寄りじゃないですよ、ベテランといいます（笑）
。若い弁護士もたくさん
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いて欲しい、ということなんですけれども、いま、横浜弁護士会ではどうですか。
「少年事件をやりたい」という弁護士は結構いらっしゃるんですか。

省をして、被害者がいる場合にはその被害者にしっかり謝罪するということにもお
そらくならないでしょう。やはりそういう「投げやりな気持ち」ではなくて、
「こ

影

山

たくさんいると思います。特に若い人たちで「少年事件をしっかりやりた

の事件に向き合う」とか、あるいは「自分自身の生き方を考える」とか、そういう

い」という弁護士が増えていると感じますね。それと、若いか年齢がいっている

ことがあってこそ、はじめて「反省」だとか、
「更生」だとか、そういうところに

かというのは、実は必ずしもそう問題ではなくて、本当に大先輩の弁護士でも、

結び付いていくんだな、ということを当事者の方から伺ったお話の中で本当に感じ

子どもにしっかりと向き合って、真剣に話を聞く、そういう弁護士もいます。い

ました。

くら若くても、いい加減にやっちゃだめだと思います。まず「少年事件をやろう、
やりたい」という弁護士を増やすとともに、そういう弁護士たちが、今日お話に
出た「子どもとしっかり向き合える弁護士」として活動できるように、弁護士会
としては研修もしっかりやっていきたいと思っています。

大事な弁護士の立ち位置
やはり、弁護士の立ち位置というのは、親ではない大人で、自分のことを本当に
考えてくれる大人という、そういうことなわけですよね。今日、当事者の方から、
「親だと感情的に迫ってくる」と。
「だけれども弁護士は当たり前のことを冷静に普
通に語ってくれる」という話がありましたけれども、こういう立ち位置の人という
のは、とても大事だと思うんですよね。
普段子どもたちは、いろいろな悩みがあったりしたときに、親に相談するという、
もちろんそういう関係を持てている親子もたくさんいると思うんですけれども、親

江川さんのまとめ
今日は、当事者の方からいろいろお話を伺うことができて、

ただ、こういった事件とかに関わることは、友達に相談したくても相談できない
とか、あるいは友達に相談しても解決方法を知らないとか、そういうことなわけで
す。そうなってくると、やはり、あまりに身内ではなく感情的にもならない、だけ

私自身非常に得るものが大きかったかなと思います。4 人の当

れども、全くの他人として冷ややかに眺めているわけではなくて、自分のことを本

事者の方、本当にどうもありがとうございました。

当に心配してくれる、という立ち位置の人で、いろいろな専門的な知識がちゃんと

「投げやり」になる少年

ある人という存在は、やはり本当に大事なんだな、ということを改めて思いました。
そういう存在がいることで、自分自身も感情的になっていたものが、冷静になっ

本当にいろいろなことを、こうだったのか、こうだったのかと知りながら、ある

て事件のことを考えたり、あるいは事件に関わることになった背景について、むし

いは確認しながらお話を伺ったわけですけれども、その中で、いくつかあるキーワー

ろ自分自身が何かもやもやしていて自分が分からなかったのが、だんだんと整理し

ドの一つが、
「投げやりな気持ち」なんだということが、何かそれがすごく自分の

てきて気づくということになるんだなと。弁護士という一つの「触媒」みたいなも

腹に落ちたな、という感じが今日しました。

のを通して自分自身を発見していくという、そういうことになるんだな、というこ

その「投げやりな気持ち」で警察などの取調べにも対応する。あるいは、調査官
に会ったり、裁判所にも行ってしまうということになると、やはりえん罪も生まれ
るわけで、納得がいかなくても結局本人自身もあまり説明したり弁明したりするよ

とをすごく今日実感をしました。

社会的関心がなぜ盛り上がらないのか

うな言葉を持たなかったり、あるいは「もういいや」という感じに投げやりになっ

それぐらい子どもたちにとって付添人というのは、とても大事なんだなというこ

てしまう。その結果、むしろ捜査の側の問題を少年にかぶせられるという、そうい

となんですが、例えば「すべての少年に国選付添人を」といっても、なかなか社会

うようなことも生まれる。

的な盛り上がりというのがないわけですね。今日もこれだけ中身の濃いシンポジウ

あるいは、逆に「投げやりな気持ち」を持っていると、この事件に向き合って反
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よりもむしろ友達に相談するという人がやはり多いですね。

ムだったにもかかわらず、やはり人の集まりという点でいうと、どうもちょっと寂
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付添人がいてよかった

しいなと。もちろん、この会場の場所的な問題もあるのかもしれませんけれども。
この問題に関する社会の関心というものが、なぜ盛り上がらないのかということは、
考えていかなければいけないなと思います。

付添人は少年を甘やかすのではない
付添人という名前もよくないのかもしれないのですが、何か少年を大事にして、
保護して甘やかす存在というようなイメージが、ものすごく社会にあふれていると
いうか、それが普通だと思うんですね。
ただ、やはり、例えば今日のアツシさんにしろ、ユウコさんにしろ、付添人が付

少年の声・親の声

育てていくという、そういう哲学が今問われているんだと思うんです。
そこの哲学をどうやって取り戻していくのかということを、やはり私たちは考え
なければいけない。この国選付添人の問題は国選付添人の問題、それ以外の問題は
それ以外の問題と分断するのではなくて、そういう幾つかの問題を組み合わせて、
「子どもを社会で育てる」ということはどういうことなのかということを、もう少
し皆が考えていくという方向に意識をもっていかなければいけないのではないかな
ということを、今日はすごく感じました。

弁護士費用は国の責任で

いた結果、少年院に行かなくてすんだというようなケースがある。そうなると、ほ

それから、弁護士費用の件なんですけれども、先ほど影山弁護士から紹介があっ

ら甘やかしているではないか、ということになるわけですけれども、じゃあ社会の

たように、日弁連では、特別な基金を作って、
「少年保護事件付添援助制度」など

中で立ち直るということがそんなに甘いことなのか、ということなんですね。

を運営しているということですが、そのために弁護士が 1 人 1 人月額 4,200 円

さっきトモミさんが、友達もいない、知り合いが誰もいないところに 2 人でぽ

ずつ日弁連から徴収されているようです。大したことないじゃないか、と思う人も

んと行って、そしてコンビニも遠いようなところで何とか生活しなければいけない

いるかもしれませんが、おそらく弁護士たちは、それ以外にもいろいろな費用を日

と。この若い二人がですよ。それは、決して生易しいことではないと思うんですね。

弁連から徴収されているので、月額でどれぐらいになるのかな、という感じがしま

ひょっとしたら少年院に行ったほうが楽かもしれません。少年院だったら「やれ」

す。

と言われたことをやっていればいいわけですからね。困難だけれども、その中で頑

もちろん、儲かっている弁護士がどんどん寄付するというのは、それはいいこと

張ろうというようなきっかけをつくったり、あるいは支えていくという、そういう

なんですが、とにかくあまりそういうところに頼らず、社会が子どもを育てるんだっ

存在というのは、少年を決して甘やかしているのではないということを、きちっと

たら、そこのところは国が一定の金額を確保しましょう、というふうになって、儲

伝えていく必要がある。

かっている弁護士は別のところで寄付していただくという感じにしていくのが、や

あるいは、ユウコさんなども弁護士と話している中で、
「自分が間違っていたら
謝らなければいけない」ということを自分自身できちっと確認したということがあ
りました。付添人が付かなければ、ひょっとしたらそういう反省もなく、「相手が

はり正しいのかなというような気がします。

まとめ

悪いのに自分がこういう目に遭っちゃった」とか、あるいは、
「それを誰も分かっ

一応おさらいしますと、この問題の大切さというのは順々に説けば、あるいは実

てくれない」という社会に対する恨みみたいなものを持って育っていったかもしれ

際に今日のように、立ち直って今子どもさんも育てて、次の世代をまた育てる側に

ないわけです。

回っているそういう人たちの話なども聞けば、
「なるほど弁護士付添人は必要だな」

そういう意味では、付添人というのは、むしろちゃんと事件と向き合うとか、人

というのが分かると思います。そこまで耳を傾けるまでが問題なんです。そこのと

生と向き合うという、そこのところをやはりやっていく存在なんだということを、

ころで、やはりさっき言った「子どもを社会で育てる」という哲学の問題と、もう

もっと伝えていかなければいけないんじゃないかな、と思いました。

一つは「弁護士付添人は少年を甘やかすのではなくて、むしろ社会人として鍛え直

子どもを社会で育てるという哲学
それから、もう一つ。この国選付添人をすべての少年に付けようというのは、
「子
どもを社会で育てる」というある種の哲学の問題だと思うんですね。子どもを社会

すのだ」と、そういう存在であるということをもう少し社会に発信していただきた
いな、というような気がいたします。
私自身が、そういうことを今日はすごく納得できたので、こういう機会を与えて
いただいたことは本当にありがたく思っています。どうもありがとうございました。

で育てる中で、失敗した子どももいるけれども見捨てないと。社会が子どもたちを
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