
弁護士会多摩支部って、どんな存在でしょう。
Q&A形式でまとめてみました。

Q1
　設立時期はいつごろでしょうか？
A1
　多摩支部は、当会、東弁、一弁の3つの弁護
士会によって、多摩地域における司法サービ
スを担う弁護士会支部として、平成10年4月に
設立されました。

Q2
　三会の支部だと、その運営は別々ですか？
A2
　三会の支部であるため、設立当初から三支
部併存となりましたが、その運営は、三会の
共同運営方式をとっています。基本的には、
三会同時にそれぞれの必要な手続を経て、三
支部併せて1つの支部と同様に活動する方法が
とられてきました。
Q3
　多摩支部の会員はどの様に構成されていま
すか？
A3
　多摩支部の構成員（会員）ですが、埼玉や
神奈川等の弁護士会とは異なって、東京三弁
護士会の会員であれば誰でも、所属弁護士会
で支部登録を行い、支部会員として活動がで

一瀬 晴雄 （48期）
●Haruo Ichinose
二弁多摩支部

〈略歴〉
1996年　 弁護士登録
1998年　 多摩支部登録
2005年～2006年　 多摩支部副支部長
2013年　 多摩支部支部長

特 集

ご存じですか？　多摩支部
ナントもうすぐ２０周年！

　東京三弁護士会多摩支部（以下、「多摩支部」といい
ます）は、平成10年4月1日、当会、東京弁護士会およ
び第一東京弁護士会において設立されました。
　多摩支部設立前までは、三多摩弁護士クラブが支部
代替的機能を営み、東京三弁護士会八王子法律相談セ
ンター・法律扶助協会東京都支部多摩相談センターの設
置・運営に貢献してきました。しかし、弁護士会の正規の
組織でなかったことや弁護士会館がなかったため、多摩
地区の住民の法的ニーズに迅速に応えることができま
せんでした。そこで多摩支部設立の声がわきあがり、そ
れから10年の歳月を経て多摩支部が設立されました。

　以後、多摩支部は、三会共同運営という難しさを乗り
越え、多摩地区において、法律相談センターを運営し、
国選弁護や当番弁護も支部会員が中心となってこれを
担い、本会とは別に司法修習生の受入れなど、支部とし
ての機能を果たしてきました。
　多摩支部では、多摩地区の司法アクセスの充実と多
摩支部の弁護士会活動の自主性を確保するため、あわ
せて本会化に向けた運動も進めてきました。
　そんな多摩支部は、平成30年4月、設立20周年を迎
えます。

こんにちは、多摩支部です第1部

NIBEN Frontier●2017年5月号26

D13342_26-37.indd   26 17/04/12   13:27



きる体勢としてスタートしました。
　しかし、その後、多摩地域における司法サ
ービスの責任は、多摩地域に事務所のある弁
護士で担うべきであるという議論が高まる等
して、二弁では、平成24年1月12日の臨時総会
で、多摩支部の登録要件として支部管内に事
務所を有する会員に限定する規則改正が承認
され、同年9月からこの登録要件等が実施され
ました。その後、東弁においても同様の規則
改正が行われ、昨年には、一弁でも、平成30
年4月を目処に東弁・二弁と同様の多摩支部と
することが承認されましたので、結局、三会
とも、平成30年4月からは、多摩地域に事務所
のある会員のみで組織される多摩支部が誕生
することとなります。
Q4
　支部の会員数等はどの様な状況でしょう
か？
A4
　多摩地域は、約420万人の住民が生活し、30
の自治体が存在して行政的な住民サービスを
担っています。一方、司法サービスの担い手
である弁護士のうち、多摩地域に事務所のあ
る弁護士数は、現在約650名です。三会支部の
会員数は、現在約1,300名ですが、Q3で説明し
たとおり、平成30年4月には多摩地域に事務所
のない支部会員が多摩支部から抜けるので、
平成30年4月からは、今のままだと、この650
名程度で多摩地域の司法サービスを担ってい
かなければなりません。
Q5
　二弁の中で多摩支部はどの様な存在です
か？
A5
　「支部」に対して、霞ヶ関の弁護士会を指し
て「本会」と呼びますが、二弁多摩支部は、
本会に対し、かなりの独自性ないし独立性が
認められています。支部設立当初は、本会と
の間に明確な権限の合意や準則がない状況で、
弁護士会で取扱う業務を支部で行うときには、
本会の委員会や理事者会等に上程する等して、
その判断を仰がなければなりませんでした。
それが、次第に、本会との合意や本会規則で

定められる等し、これまでに、支部役員会や
支部委員会に委ねられた権限が拡大してきま
した。
　例えば、刑事国選弁護や民事の法律相談、
弁護士の自治体派遣や裁判所支部への弁護士
推薦等の運営が支部委員会に委ねられていま
すが、各種名簿の登載要件を定めたり、その
要件となる研修会開催についても支部委員会
に委ねられる等、かなりの実務を支部で担っ
ています。東弁も同様の状況ですが、三会の
中では、二弁支部が支部運営をリードしてき
ています。

次に、多摩支部会館や多摩支部が運営する
法律相談センターを紹介します。

Q6
　多摩支部会館って、どこにありますか？
A6
　裁判所の最寄り駅、多摩モノレールの高松
駅から徒歩約1分の、立川市緑町7番地1所在の
アーバス立川高松駅前ビル2階にあります。会
議室や打合せ室、会員控え室、図書室等とと

多摩支部会館内観

多摩支部会館外観

特集：ご存じですか？　多摩支部　ナントもうすぐ２０周年！
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もに、100名以上が収容可能の多摩ひまわりホ
ールもあります。もちろん、三会職員が支部
業務のために常駐しています。
　支部会館とは別に、京王八王子駅から徒歩
約3分の、八王子市明神町4丁目1-11所在の多摩
弁護士会館があります。ここには、会議室や
打合せ室があり、会員の研修会等での利用が
可能です。1階部分には八王子法律相談センタ
ーが設置され、土曜の法律相談や平日の夜間
相談等、地域のニーズに合った司法サービス
を提供しています。

Q7
　八王子以外にも法律相談センターはありま
すか？
A7
　八王子以外にも、立川市曙町2丁目37-7所在
のコアシティ立川12階に、立川法律相談セン
ターが設置され、一般相談のほかに、労働問
題の専門相談を実施しています。また、町田
市森野1丁目13-3所在の竹内ビル6階には、昨年
7月に開設されたばかりの町田法律相談センタ
ーがあります。

八王子法律相談センター内観

立川法律相談センター内観

八王子法律相談センター外観

立川法律相談センター外観

町田法律相談センター内観

多摩ひまわりホール内観
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次に、多摩支部のある多摩地域が
どの様な場所か、紹介します。

Q8
　立川の立地や特徴は？
A8
　立川駅は、新宿駅からJR中央線の特別快速
で西に約25分、快速でも約35分で到着します。
立川駅は、奥多摩方面へと向かうJR青梅線と、
川崎へと向かうJR南武線の始発駅であり、多
摩地域を南北に連絡する多摩モノレールもあ
って、約420万人の市民が暮らす多摩地域の
「ハブステーション」となっています。
　この立川駅周辺は、この10数年で著しく開
発され、大手デパートやホテルが建ち並ぶほ
か、立川飛行場の広大な跡地には、家具の
IKEAや、ショッピングセンターのららぽーと
等が開業しています。

　ちなみに、地家裁立川支部ですが、多摩モ
ノレールの立川北駅から1駅（運賃は100円）、
高松駅から徒歩3分程度の、1つ目の交差点を
渡った場所にあります。
Q9
　立川駅周辺の飲食事情は？
A9
　立川に事務所を構える会員が推薦する、食
べログでも人気のお店の一例をご紹介します。
【玉屋キッチン】：焼鳥とワインを楽しめるお
洒落な雰囲気のお店。カウンターあり、個室
ありで、様々なシーンで使い勝手がよく、コ
スパのよさも人気です。ランチもやっていま
す。場所はフロム中武の裏通りです。
【マザーズオリエンタル立川北口店】：レスト
ランウェディングにも利用される大人な雰囲
気のイタリアンレストラン。ランチはパスタ
やリゾットがあります。法テラス多摩のお隣
のビル（シネマシティ）の1階です。
【無庵】：立川エリアで美味しいお蕎麦を食べ
るならここ。細い路地裏にある和風建築の一
軒家で、ジャズの流れる店内は上品な雰囲気
が漂います。少々高めのお値段設定ですが、
名物の蕎麦会席は一食の価値ありです。
【菊松食堂】：多摩モノレールの下のサンサン
ロード沿いにある和食居酒屋。店内は古民家
風の装いで、10種類ほどのランチメニューか
ら選べます。夜も料理にご飯セットを注文す
ると定食にしてくれます。壽屋ビルの1階で
す。
【千年葡萄家】：立川北駅の西側の路地裏に佇
む小さなワインダイニングレストラン。ラン
チはありませんが、世界中のワインをリーズ
ナブルに楽しめるコスパ抜群の人気店です！
特に「ツブ貝のブルゴーニュ風」は絶品です。

次に、立川の裁判所を紹介します。

Q10
　地家裁立川支部ってどんな裁判所ですか？
A10
　上述した地家裁立川支部ですが、立川市緑

町田法律相談センター外観

多摩支部会館周辺地図

特集：ご存じですか？　多摩支部　ナントもうすぐ２０周年！
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町10番地4所在で、1万5000㎡の敷地に、地上8
階地下1階の横浜地裁並みの床面積を有する裁
判所が建っています。ここで、多摩全域の訴
訟事件や調停事件等が処理されています。裁
判員裁判（刑事）や労働審判も行われ、裁判
所支部としては初めて、平成21年度から司法
修習生が配属されています。事件数は、全国
の地家裁本庁と比較しても、支部であっても、
事件の種類によっては、5・6番から10番以内
に入る新受件数です。

最後に、多摩支部の課題について
紹介します。

Q11
　多摩支部には、現在、どんな問題がありま
すか？
A11
　多摩支部は、多摩地域における司法サービ
スを担う弁護士会支部として、会員に対する
サービスのみならず、多摩市民の法的ニーズ
を的確にとらえ、ニーズに適ったサービスを
提供できる存在であることが求められると思
います。その使命を果たすためには、「支部
は、三会の共同運営なので、今のままでは不
十分。」ということです。例えば、法律相談セ
ンターの新設等、多摩支部として、何か、新
しい住民サービスを計画しようとするときに
は、支部に独自の権限がなく、三会（本会）
宛てに要望書を提出する等し、その決裁を待

たなくてはなりません。内部の事務処理にし
ても、支部には人事権がないため、三会から
支部に配属された職員（各会2～ 3名）が、他
会の職員と協力し合って、会によって異なる
ルールを調整しながら、不便や違和感を感じ
つつ、事務処理をこなしているのです。支出
については、当番会の副会長決裁という基準
もありますが、金額が10万円を超えるなどの
ときは、担当副会長を通じて三会の理事者会
に報告して承認を受ける必要があります。そ
のために時間がかかったり、承認してもらう
ために支部から説明に出向く等の不便があり
ます。また、支部には対外的な代表権がなく、
自治体等の外部との交渉ごとは、正式なもの
として処理できません。
Q12
　そういった不便を解消する方法はあります
か？
A12
　解決策は、多摩支部に委ねられる各種権限
の拡大です。これまでにも、本会から委ねら
れる権限は次第に拡大してきています。しか
し、三会が併存する支部運営が問題の根本な
ので、多摩支部の運営方法を抜本的に改める
方法として、①三会支部の合理的な運営方法、
例えば、三会共通の支部役員選任等の、新し
い運営体制を構築すること、②支部に財政的
な自主権を与えること、③三会から支部に委
ねられる権限を支部における業務に見合う様
に拡大すること等が、あげられると思います。
 

平成27年1月～12月事件数（多摩支部）図表1

刑事成年 1,792件

刑事少年
（一般保護事件、道路
交通法違反保護事件）

2,475件

一般民事 2,948件

家事（審判、調停、
人事訴訟の合計） 33,108件

扱えない事件

地裁支部では、管内5簡裁の
控訴事件を扱えません（本庁
の管轄）。また、管内の自治体
等を被告とする行政訴訟は、
本庁の管轄となります。
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自己紹介

司会 　本日は多摩支部特集の座談会という
ことで、現在多摩支部で活躍されている先生
方に集まって頂きました。多摩支部の魅力を
大いに語って頂こうと思います。まずは自己
紹介からお願いします。
小林 　36期の小林克信です。2009年に多摩
支部の支部長を、その後多摩からの副会長と
いうことで二弁の副会長をさせて頂きました。
現在は、多摩支部法教育委員会の委員長、本
庁化・本会化推進本部の事務局長をやってい
ます。登録から33年間ずっと立川で弁護士業
務をしてきました。
中西 　51期の中西紀子と申します。最初は
銀座の事務所に勤めていました。6年前に東大
和市に事務所を開設した時に多摩支部に入り

ました。高齢者障害者委員会に入っていて、
現在は副委員長をしています。
緒方 　67期の緒方瑛と申します。私は立川
修習の修習生でした。平成26年12月に弁護士
登録をし、立川の事務所で勤務しています。
刑事弁護委員会の副委員長をしているほか、
子どもの権利委員会にも入っています。
米村 　58期の米村哲生といいます。東京フ
ロンティア基金法律事務所から根室ひまわり
基金法律事務所を経て、平成24年に立川の事
務所に来ました。法律相談委員会の委員長を
しており、八王子市役所で嘱託職員としても
勤務しています。
秋野 　旧60期の秋野達彦と申します。最初、
立川の事務所にいましたが、縁あって多摩パ
ブリック法律事務所（以下「多摩パブリッ
ク」）に移籍して4年半くらいになります。多
摩パブリックは東京弁護士会が設立した公設

魅せます、多摩支部第2部

小林 克信 （36期）
●Katsunobu Kobayashi
多摩支部本庁化本会化推進本部 事務局長

〈略歴〉
1984年　 弁護士登録
2009年　 多摩支部支部長
2011年　 本会副会長
2012年　 日弁連常務理事

秋野 達彦 （60期）
●Tatsuhiko Akino
多摩支部本庁化本会化推進本部 事務局次長

〈略歴〉
2007年　　弁護士登録
2009年～　多摩支部司法修習委員会委員
2010年～2011年
　　　　　 多摩支部刑事弁護委員会委員長
2012年～　 弁護士法人 多摩パブリック法律事務

所所属
2016年～　本庁化本会化推進本部Ｆチーム座長

中西 紀子 （51期）
●Noriko Nakanishi
多摩支部高齢者・障害者の権利に関する委員会 
副委員長

〈略歴〉
1999年　弁護士登録
2011年　多摩支部登録

緒方 瑛 （67期）
●Akira Ogata
多摩支部刑事弁護委員会 副委員長

〈略歴〉
2014年　弁護士登録
2015年　 東日本大震災による原発事故

被災者支援弁護団団員
2015年　 第二東京弁護士会多摩支部

子どもの権利委員会委員
2016年　 第二東京弁護士会多摩支部

刑事弁護委員会副委員長

米村 哲生 （58期）
●Tetsuo Yonemura
多摩支部法律相談委員会 委員長

〈略歴〉
２００５年　　 弁護士登録

東京フロンティア基金法律事務所
２００７年　　 根室ひまわり基金法律事務所

（釧路弁護士会）
２０１６年～　 第二東京弁護士会多摩支部

法律相談委員会委員長
八王子市総務部法制課 法務専門員

一藤 剛志 （58期）
●Tsuyoshi Ichifuji
第二東京弁護士会多摩支部 前支部長

司会

特集：ご存じですか？　多摩支部　ナントもうすぐ２０周年！

NIBEN Frontier●2017年5月号 31

D13342_26-37.indd   31 17/04/12   13:27



事務所ですが、私は二弁登録のまま多摩パブ
リックに入って活動させて頂いています。多
摩支部では、本庁化・本会化推進本部で多摩
の公的刑事弁護を多摩の弁護士だけで担って
いく制度づくりをするチームの座長を務めて
います。ほかに刑事弁護委員会、子どもの権
利委員会、立川修習をつくるころからの修習
委員会にも入っています。

高齢者問題

司会 　よろしくお願いします。では、まず
高齢者問題について、多摩では何か特徴はあ
りますか。
中西 　多摩の特徴としては、やはりエリア
が広いということがありますね。交通手段も
行きやすいところと行きにくいところがあり
ますし。後見等の事件では弁護士の側がご自
宅や施設に積極的に赴く必要があります。ま
た、ご家族も高齢者であることが多いので、
ご家族に会うのも弁護士が行かないといけな
いという場面が多いです。
司会 　そうすると、成年後見人等の団体推
薦についても何か配慮していますか。
中西 　本人やキーパーソンの近くの弁護士
を選任する必要があるので、団体推薦の際に
は地域性をより重視していますね。多摩の高
齢者委員会は団体推薦が業務のかなりのボリ
ュームを占めています。多摩は入所施設も多
く高齢化も進んでいるので、件数はものすご
く多いと思います。
司会 　多摩ニュータウンができたのが1970
年ごろで、そこに働き盛りの30代が入ってき
てから45年以上経っているんですよね。多摩
地区で後見事件が爆発的に増えてしまう直前
か、もう増えていると思うのですが、多摩ニ
ュータウンで生まれ育った秋野先生、どうで
すか。
秋野 　現在、ニュータウンはどんどん京王
線の相模原線沿いの西の方に移動していって
いるので、私が生まれ育ったような初期のニ
ュータウンは本当に超高齢化していますね。

新しい人たちが入ってこないので、30代、40
代の人も少ないしその子どももいない。
司会 　多摩パブリックでは事務所で法人後
見も行っているんですよね。
秋野 　はい。首長申立ての場合などに多摩
パブリックで法人後見をしてくれないか、と
いう件はたくさんあります。
司会 　弁護士会多摩支部と裁判所との関係
は良好ですか。
中西 　そうですね。かなりいいと思います。
年1回の家事懇談会のほか、高齢者委員会と裁
判所で月1回非公式協議を行って、後見の運用
について話し合いをしています。
司会 　弁護士も本会に比べたら人数は少な
いので、後見を一生懸命頑張っている先生と
裁判所とは顔の見える関係にあるかもしれな
いですね。
中西 　そうですね。推薦する方は引き受け
手を探すのが大変ですけど（笑）。

自治体との関係

司会 　それでは、多摩支部と多摩地域の自
治体との関係については、どうでしょうか。
多摩支部法律相談委員会委員長を務めておら
れる米村先生にお聞きします。
米村 　多摩地域には、30の自治体があり、
弁護士会から、市役所や社会福祉協議会、消
費生活センターに相談担当弁護士を数多く派
遣しています。この点は、23区内と比較して
特色のある部分です。また、自治体や社会福
祉協議会との懇談会、協議会が、法律相談の
分野だけでなく、高齢者問題、消費者問題に
関しても行われています。年に一度程度、多
摩支部から多摩地域の全市町村を訪問して、
お話を聞くということもやっています。
　こうしたことから、自治体と多摩支部の関
係は、かなり密だと言えるのではないでしょ
うか。
司会 　米村先生は、八王子市の嘱託職員で
もあるのですよね。
米村 　平成28年4月から、私ともう一人の弁
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護士が八王子市総務部法制課の嘱託職員とし
て勤務しています。総務部法制課というのは、
市の公印を管理し、また、条例や市の規則な
ど議会に提出する議案を作ったりする部署で
す。市役所の法務部的な機能も果たしており、
庁内から寄せられる法律相談に応じるのが私
の仕事です。肩書としては、「法務専門員」と
いうことになっています。また、八王子市が
被告となった訴訟の指定代理人としての仕事
もしています。
司会 　法務専門員として働いてみて、どう
ですか。
米村 　間もなく1年ですが、「弁護士の使い
方」と「弁護士としての使われ方」をお互い
にトレーニングしているような感じですね。
私は、弁護士が、庁舎内で、職員と机を並べ
て常駐して、顔の見える関係を築く、という
のは大切なことだと思っており、そうした関
係の中で相談ができることは、市の職員にと
って大きなメリットだと思います。八王子市
の場合、平成27年に中核市となり、東京都が
持っていた権限がどんどん市に移されていま
す。新しい業務の中でこれまでにない判断を
迫られることもあるようで、弁護士に相談を
したいというニーズが数多くあるように感じ
ています。やはり、外部の顧問弁護士にお伺
いをたてに行くというのと、ちょっと、そこ
のフロアにいる弁護士に聞いてみる、という
のでは、格段の質の違いがあるのではないで
しょうか。

刑事弁護

司会 　緒方先生、多摩地区の刑事弁護の特
徴はありますか。
緒方 　多摩地区は東京都の約3分の1にあた
る400万人以上の方が暮らしていて、刑事事件
の数が非常に多いです。一方で、多摩地区は
東京都の約3分の2の面積なので、警察署が非
常に広範囲に点在していて、中には接見に行
くのに時間がかかってしまう警察署もありま
す。そのような特徴を踏まえて多摩では本会

とは別の独自の当番、国選制度の配点を行っ
ています。
司会 　どのような配点方法ですか。
緒方 　多摩地域の刑事司法は多摩の弁護士
で担っていこうという理念の下、多摩地域の
当番、国選の配点について段階的ですが多摩
の弁護士を優先的に配点していくという活動
をしており、その点で本会と折衝も行ってい
ます。具体的には、平成28年10月1日からは、
待機枠の中に多摩枠を設けて多摩の会員を優
先的に割り当てるという制度や、その多摩枠
については多摩の弁護士内でしか交代を認め
ないという制度ができました。実際の配点の
際にも待機枠の中で多摩の会員から先に配点
するという仕組みもあります。
司会 　多摩の公的刑事弁護は多摩の弁護士
だけで担えますか。
秋野 　従前は、多摩の名簿登録者は、3分の
1が多摩の弁護士、3分の2が23区弁護士で、実
際の配点も同じ割合でした。多摩の刑事事件
なのに多摩の弁護士が3割くらいしか担当して
いなかったんです。これを改善するために制
度を少しずつ変えていきました。以前は23区
弁護士の応援枠というものもありましたがこ
れも少しずつ返上して、また多摩地域の東部
だけ担当してもらう東部名簿というものもあ
りましたがこれも廃止して、現在は緒方先生
が述べたような制度になっています。今の制
度だと、被疑者国選では多摩の事件の60％く
らいを多摩の弁護士が担える見通しです。
司会 　今後、さらに制度の改正も考えてい
ますか。
秋野 　多摩枠の拡大、傾斜配点などを検討
しています。多摩の弁護士の名簿登録者を増
やすことももちろん必要ですが。

本庁化・本会化

司会 　多摩支部は東弁、一弁、二弁の三会
それぞれの多摩支部が共同して活動していま
すが、三会ものの難しさはありませんか。
米村 　例えば多摩には法律相談センターが
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立川、八王子、町田と3か所ありますが、その
運営は三会で行っているので多摩支部の意見
だけではなくて三会本会の足並みが必ずそろ
う必要があります。町田法律相談センターは、
平成28年4月に一弁運営の旧センターが廃止に
なり、7月に三会運営の新センターを開設した
のですが、開設準備は大変でした。
司会 　三会の運営の難しさですね。
小林 　多摩で何かをやろうというときには、
やっぱり三会本会の足並みがそろわないとな
かなか実現していかない。どこか1つの本会が
消極的になってしまうと実現できません。そ
ういう意味では意思決定が遅れ、ひいては市
民サービスも十分でないという事態になりか
ねないので、何とかそれを改善していきたい
と考えています。
司会 　多摩支部とそれぞれ本会との関係に
何か問題はありますか。
小林 　現在は各本会が、できるだけ多摩支
部の意向を尊重して頂く運用になってきては
いますが、それでもやはり三会の意思統一が
必要で、多摩だけでは全部決められないため、
多摩支部の役員は苦労されているかと思いま
す。
司会 　多摩支部が本会化を目指す理由はこ
のあたりにもありますか。
小林 　司法の市民サービスの観点から見た
ときに、弁護士会の内部の意思決定が煩雑な
ため、きちんとした市民サービスを弁護士会
として十分にできていないのではないかとい
う問題意識があります。多摩支部の本庁化・
本会化の視点としては、多摩市民が身近な形
で司法にアクセスできるようにするためには
どうしたらいいのか、司法についての都心と
多摩格差をどう解消していくのか。そのため
には多摩で司法についての責任主体を裁判所・
検察庁を含めて確立する必要性があると考え
ています。裁判所立川支部が本庁になると、
弁護士会多摩支部も独立した弁護士会（本会）
になり、活動の自主性が広がります。
司会 　昔は弁護士会多摩支部はなかったん
ですよね。
小林 　裁判所や検察庁は戦後間もなく支部

ができたのですが、弁護士会だけはずっと多
摩に支部がない時代が続いて、平成10年4月に
我々の多摩の先輩弁護士が苦労してようやく
支部ができました。支部ができると支部内に
委員会もできてきて、支部ができる前より格
段にいろいろな問題に対応できるようになっ
てきたのですが、先ほど言ったような市民サ
ービスの観点からはまだ十分ではありません。
司会 　本庁化・本会化の運動はどんなこと
をしていますか。
小林 　多摩地区の30市町村に立川支部の本
庁化を求める決議を上げて頂き、平成26年に
は多摩地区の7つの商工会議所にも本庁化賛成
の意見書を上げてもらいました。平成27年3月
には地元出身の国会議員の方々とともに最高
裁や法務省に行き本庁化の要請を行いました。
現在は多摩地区の青年会議所との連携を目指
しています。また、多摩支部内でも平成27年4
月支部横断的な組織として本庁化・本会化推
進本部を設置しました。

多摩での弁護士業務

司会 　多摩地区での弁護士業務についてで
すが、以前23区におられた中西先生、都内と
比較していかがですか。
中西 　23区では銀座の事務所でしたが、仕
事は法人と個人が半分ずつくらいでした。今
は多摩の東大和市に事務所があるのですが、9
割くらいは個人の方ですね。経営的には1件あ
たりの単価は全然違いますね（笑）。
司会 　東大和市は弁護士が少ないんですよ
ね。
中西 　そうです。銀座のときは紹介案件が
多かったのですが、今は8割くらいはネットや
通りすがりの飛び込みの方です。弁護士の少
ないところに事務所を出したらお客様は来る
ものだな、という感想です。
司会 　顧客の特徴はありますか。
中西 　私が女性だということもあるのか、
女性の離婚の相談の方というのは非常に多い
です。小学生ぐらいのお子さんが帰ってくる
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前に相談をしたいと希望される方も多く、事
務所がご自宅と近いというところが助かると
言って頂いたりしています。

司法修習

司会 　多摩では平成21年11月より、新第63
期から司法修習の受入れも始まっていますが、
ご自身が立川修習だった緒方先生、修習生か
ら見た多摩支部というのはどうでしたか。
緒方 　多摩は事件数が全国的に見ても多い
一方で、修習生の数が20数人で、4つの班に分
かれます。1班5 ～ 6人なので、裁判官、検察
官、弁護士の先生方に非常に密な指導をして
頂けました。非常によくして頂いて充実した1
年間でした。
司会 　多摩支部の司法修習の受入れは最近
からですが、受入れ側の考えはどうですか。
秋野 　これは現在も変わりませんが、多摩
を希望して集まってくれた修習生たちなので
多摩のよさを存分に知ってもらえるよう手厚
く対応して、巣立っていく人は巣立っていき、
多摩に残ってくれる人は残ってほしいなと思
っています。修習委員会では班ごとに担当の
委員を付けているのですが、1班の人数が少な
いのでかなり密接な対応になります。
司会 　指導担当とは別にですよね。
秋野 　はい。他事務所で保全や刑事などで
良い事件がある場合には、修習生にその事件
を修習させてもらえないかというつなぎをし
たりもします。
司会 　多摩支部として修習生と関わりのあ
る企画はありますか。
秋野 　多摩支部としては、弁護修習中の合
同修習終了後の懇親会、修習最後の時期に2回
試験に向けた壮行会をしているほか、修習生
プロパーではありませんが、支部総会、会員
集会後の懇親会、三庁対抗ソフトボール大会
等、修習生が支部会員と交流する機会は多く
あります。さらに、多摩の有志弁護士の団体
「三多摩クラブ」では、毎年、修習開始後に支
部会員との交流会を行ったり、高尾山ハイキ

ングもあります。昨年は多摩モノレールの貸
切列車での懇親会もありました。
司会 　多摩モノレールの貸切りはすごく盛
り上がりましたよね。
緒方 　私たち若手弁護士は多摩センター駅
のホームでももいろクローバー Zを踊ったり
しましたね。
小林 　そうそう（笑）。反対側のホームのお
客さんが見ていましたね。
緒方 　女子高生が写真を撮っていましたよ
（笑）。

公設事務所

司会 　多摩には公設事務所として、東弁の
多摩パブリック法律事務所がありますが、秋
野先生は二弁に登録されたまま多摩パブリッ
クにいるんですよね。
秋野 　はい。もともと多摩パブリックは、
最初から東弁がつくるという話でスタートし
たわけではなく、多摩にも公設事務所をつく
ろうというところから始まったものでした。
三会共同でつくれないかとか、最初から東弁
以外の他会の弁護士も中に入ってスタートで
きないか等の議論もありました。そのような
事務所ですので、設立5年目ごろに縁あって私
にお声がけ頂いたというわけです。私も二弁
のまま多摩パブリックに入ることに大きな意
義を感じていたので東弁に登録換えをせず、
二弁のまま所属することにしました。
司会 　多摩パブリックの中で仕事をすると
き、自分が二弁であることについて、何か感
じることはありますか。
秋野 　全くないですね。これは多摩パブリ
ックだけでなく、多摩支部の各委員会でもそ
うだと思うのですが、役職以外の点で所属会
がどこかというのはほとんど区別はありませ
んね。本会から届く所属会の会報誌が異なる
くらいでしょうか。
司会 　多摩パブリックの活動で特徴的なも
のはありますか。
秋野 　いろいろありますが、事務所では研
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究会や研修を様々な分野でかなりの頻度で行
っています。例えば刑事では、多摩刑事研究
会というのをやっていまして、多摩パブリッ
クに所属している弁護士はもちろん、一橋大
学ロースクールの教授に毎回参加して頂いた
りしています。それを外に公開する形で行っ
ており、多摩刑事弁護に熱心に取り組んでい
る先生方が集まって、2か月に1回やっていま
す。
司会 　ほかの分野はどうですか。
秋野 　民事分野での同じようなものとして
民事研究会がありますし、最近は模擬法律相
談、模擬準備書面起案、模擬尋問という模擬
シリーズと呼んでいる実践的な研修もありま
す。これも外部の先生方にも公開しています。
このような研修を通じながら、公設事務所と
して多摩のほかの先生方、特に若手の先生方
に貢献したいと思っています。

法教育

司会 　多摩支部は法教育にも力を入れてい
ますよね。
小林 　はい。昨年、法教育PTが委員会にな
りまして、多摩地域の教育委員会と連携を取
って小学校・中学校のいじめ予防授業を行っ
ています。国分寺市から始まったのですが、
今は国分寺市と立川市の全部の小学校･中学
校、国立市の小学校7校、西東京市の中学校4
校で呼ばれています。件数も年間で100件近く
行くことになりそうで、講師の派遣が大変に
なってきています（笑）。
司会 　何年生が対象ですか。
緒方 　小学校だと5年生か6年生、中学校は1
年生が多いですね。
司会 　ほかの活動もありますか。
小林 　法教育として大学生を相手に、社会
に出ていったときにだまされたり、だます側
に回されたりということがないように、きち
んと法の知識を身に付けてもらうために、一
昨年から東京経済大学で多摩支部の会員が講
義を担当しています。通常、実務家講師は一

本釣りで大学の講師になることが多いですが、
多摩の法教育委員会の問題意識としては弁護
士会として取り組みたい、また対象も法学部
だけではなくて一般の学部生も相手にして、
きちんと社会に起こる法律問題を知ってもら
いたいということがあります。今は東京経済
大学に民事系の非常勤講師で2人、刑事系の非
常勤講師で2人の体制で中堅、若手の先生方に
講義をして頂いていて、非常に好評です。多
摩には大学がかなり多くあるので、これを広
げていきたいと考えています。

最後に

司会 　では最後に、多摩の好きなところを
教えてください。
米村 　私は、緑の多いところが大好きで、
都心を離れて来たというのはそれが一番大き
な理由ですね。
緒方 　私はもともと九州の地方の出身で、
あまり都会のごみごみした感じが好きではな
いということもあって、多摩の地方的な雰囲
気がすごく好きですし住みやすいなと思って
います。
秋野 　多摩地域は広いということもありま
すけれども、住民の方はたくさんいるし、企
業も中小企業から大企業までありますし、大
学とか学校関係もたくさんあったり、商業施
設も少なからずあったり、遊園地もあったり
します。さらに、西の方に行けば緑がたくさ
んあったりと、ないものを探す方が難しいく
らい何でもあるなというところですね。
中西 　住みやすいのと通勤電車に乗らなく
ていいのが、結構私にとっては大きいかなと
思います。また仕事の面では、立川の裁判所
がいいかなと思いますね。裁判官もどんな人
か知っている方々が多いですし、代理人も知
っている方に当たる確率が多少はあるので話
がしやすいということもありますから。
小林 　多摩は地方会のよさと東京都という
ことでの情報も入ってくるという、両面のよ
さがあるかなと思っています。また、顔の見
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える関係が弁護士間同士もありますし、裁判
官との関係でも顔の見える関係で安心して仕
事ができます。また、「多摩は1つ」の合言葉
で非常にまとまりがあり、一体感が感じられ

るところです。
司会 　皆さん、今日は長時間ありがとうご
ざいました。 

多摩支部20周年！

　平成10年4月に設立された多摩支部は、平成
30年4月に20周年を迎えます。多摩支部では20
周年記念行事を検討中ですが、その1つとして
「高齢者・障がい者権利擁護の集い」の開催が
決定しています。

高齢者・障がい者権利擁護の集い

　高齢者・障がい者権利擁護の集いは、高齢
者・障がい者に関する問題とテーマとして、
日弁連と開催地元会が主催となって毎年度開
催されているものですが、今年度はその第
15回が多摩で開催されます。平成30年2月2日
（金）、場所はオリンパスホール八王子（八王
子市民会館）、シンポジウムのテーマは「意思
決定支援」です。現在、多摩支部では自治体・
社会福祉協議会・各種福祉サービス事業所な
どが行っている、高齢者・障がい者の方のケ
アに関する会議のあり方や内容を調査し、そ
こで行われている意思決定支援の実情を踏ま
え、シンポジウムでは、今後に向けた提言を
行うことを目指して準備を進めています。こ
の権利擁護の集いは、日弁連と多摩支部の共
催企画ではありますが、多摩支部20周年記念
行事のメイン企画でもあります。

その他20周年記念行事

　また、多摩支部では、権利擁護の集いのほ
かにも、市民向けの記念行事を行う予定です。
昨年度、多摩支部に20周年企画実行委員会が
設置され、今年度初めから本格的な検討を開
始しています。今後改めてアナウンスいたし
ますが、本会の先生方にも多数のご参加をお
願いしたいと思います。

その他多摩支部の企画

　新しい企画として、本会で行っている司法
探検スタンプラリーを平成29年6月に多摩でも
開催する予定です。立川周辺の司法機関（検
察庁立川支部、東京地家裁立川支部、弁護士
会）を弁護士とともに歩いて回るスタンプラ
リーで、各機関の企画実施により、憲法が市
民に保障する「裁判を受ける権利」を考えて
いただき、司法制度への理解を深めてもらう
ことを目的としています。
　今後も地元市民の司法サービスの充実に向
けて、多摩支部は活動を続けていきます。こ
れからも多摩支部をよろしくお願いいたしま
す。 

もうすぐ２０周年　これからも多摩支部　よろしぶ！第3部

特集：ご存じですか？　多摩支部　ナントもうすぐ２０周年！
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