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二弁の東日本大震災
被災者支援活動について1

　二弁の東日本大震災被災者支援活動は「二
弁東日本大震災等災害対策本部」を通じて行
っています。対策本部は、東日本大震災の津
波災害、原発事故等に関する被災者・被害者
の法的需要に応えるとともに、今後の災害に
関する防災対策、災害時の弁護士会業務、会
員業務の業務継続あるいは速やかな機能回復
等にかかわる施策の企画立案等の活動を行い、
被災者の人権を擁護することを目的として設
置されたものです。
　現在の主な活動をご紹介します。まずは都
内避難者への原発賠償やその他法律問題等に
関する説明会・相談会の実施があります。こ
れらは東京三会で実施しているものですが、
実施状況としては、説明会・相談会は、江東
区（東雲）、中野区、新宿区あるいは多摩地

域で継続して実施しています。また、東京三
会が他士業団体とともに平成16年に設立した
「災害復興まちづくり支援機構」の活動があり
ます。広く被災者支援活動を行うとともに、
福島からの避難者が集う福島ふるさと交流会
などに私たち弁護士も参加して交流会の輪に
入って情報提供・相談業務を行っています。
　もう1つ、東京三会が行っている事業とし
て、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」によ
る相談事業に対する相談担当弁護士の派遣が
あります。当該支援機構では全国各地に避難
している原発事故被害者に対して賠償問題に
関する相談事業を提供しており、東京三会で
は都内避難者とともに南相馬市、郡山市、川
俣町、福島市、二本松市などに避難されてい
る被害者に対する賠償問題説明会・訪問相談
会に担当弁護士を派遣しています。同機構と
は定期的に相談事業の運営に関する協議を行
い、同機構主体の訪問相談等の運営に協力し
ている状況です。
　さらに、これら説明会・相談会の相談担当
弁護士となっていただくための研修会の実施
などが対策本部の主な活動の1つと言えます。
刻々と変わる被災地の状況や賠償基準を踏ま
え、適切な相談対応が実施できるよう研修を
実施し、相談担当弁護士への情報提供を継続
して行っています。

　今月号では「飛び出せ！！ 弁護士」の番外編として、当会東日本大震災等災害対策本部から被災地赴
任弁護士との協同等についてご紹介いただいた上で、当会から被災地へ任期付公務員および公設事務
所所属弁護士として赴任している3名の弁護士の勤務実態等を紹介します。

中野 明安 （43期）
●Akiyasu Nakano
二弁東日本大震災等災害対策本部本部長代行

〈略歴〉
1991年　弁護士登録（43期）
2010年　 日本弁護士連合会 災害復興支援

委員会委員長（現任）
2011年　当会副会長
2012年　 日本弁護士連合会 東日本大震災・

原子力発電所事故等対策本部
副本部長（現任）

2014年　 東京三弁護士会 災害復旧・復興
本部 本部長代行(現任）

D10760_44-51.indd   44 15/03/10   18:19



NIBEN Frontier●2015年4月号 45

被災自治体に赴任している
弁護士職員との協同2

　このような二弁の活動を通じて弁護士会員が
弁護士として被災者支援をすることと並行し
て、東日本大震災では、弁護士が被災地に自治
体職員として赴任して、いわゆる弁護士職員と
なって被災者支援・復興支援に従事する取り組
みが実現しました。すなわち、東日本大震災
後、弁護士職員が東北の11の自治体、その自
治体はいずれも、地震や津波に襲われ、あるい
は、原子力発電所事故により被害を受けたとこ
ろですが、そのような自治体に従事しているの
です。弁護士職員は、県庁や市町村役場におい
て、弁護士としての経験、能力を活かし、自治
体内部の様々な法律問題や、自治体が抱える施
策にアドバイスを与える貴重な役割を担ってい
ます。この弁護士職員の取り組みは、弁護士が
被災者支援に取り組む場合の新しいフィール
ドと形態を産み出したものと位置づけられま
す。すなわち、弁護士が弁護士として被災者支
援に取り組む場合には、被災者から聞き取った
法的ニーズを行政・自治体に届けて必要な立法
措置、必要な施策を実施するよう要請すると
いうことになりますが、そのような政策実現の
主体者側に弁護士がいる、という状況になるの
です。復興の主人公である被災者をサポートす
る立場の行政、自治体に弁護士が加わり、一員
となって、「基本的人権の擁護」「社会正義の実
現」「法律制度の改善」に尽くすということで
す。新しいフィールドを開拓し、被災者支援に
おける弁護士の活躍の場をますます拡大させて
きた、素晴らしい取り組みと評価されるものと
思います。
　そして、弁護士職員の皆さんに対して、さら
に期待したいと思っていることが、「被災者・
被災地と弁護士・弁護士会との連携」に関する
役割です。一例として、このような実績をご紹
介します。復興まちづくりを加速するための土
地収用手続や都市計画の規制緩和を認める法律
改正の提案ということがありました。岩手県職
員、岩手県で勤務する弁護士職員、それと岩手
弁護士会が協同で作成した提言が契機となり、

平成26年4月に「東日本大震災復興特別区域法」
の改正となったのです。こうした具体的な法律
制度の改善という成果には弁護士職員の存在が
非常に大きなポイントであったと考えられま
す。すなわち、弁護士職員が自治体内で力を発
揮したことと併せて、岩手県という自治体と岩
手弁護士会の協同に役立ったということです。
この場面での弁護士職員は、自治体が見た被災
地、被災者の実情に通じていますし、一方で、
弁護士会の考え方・取り組みにも精通していま
す。相互の役割を正しく理解し、双方に理解さ
せる橋渡し的な役割として弁護士職員は重要な
任務を果たしてくれました。このようなめざま
しい事例を含め、様々な場面で、被災自治体と
弁護士・弁護士会が弁護士職員を通じて理解し
合い、協同できることが被災者支援、復興支援
につながるということを認識し、これからも活
躍をしていただきたいと思います。

被災地への赴任等を通した
さらなる支援の必要性3

　弁護士職員の自治体での評判も非常によい
とのことです。採用した自治体からもぜひ継
続して弁護士職員を採用したいという声が出
ています。ところが、任期付き公務員には、
名称のとおり「任期」があります。そして、
来年以降、これまで被災自治体に赴任してい
る弁護士職員が順次、任期満了となってゆき
ます。被災地の復興は、長期間を要するもの
です。被災地の復興、被災者の復興には、こ
れら弁護士職員が継続して赴任し、活躍して
いただくことが大きく期待されます。ぜひと
も、多くの弁護士会員に被災地の弁護士職員
として赴任をしていただき、弁護士が自治体
に入って被災者支援の取り組みを行うスキー
ムを継続して実現していただきたいと思って
います。二弁としても被災自治体へ赴任する
弁護士会員をさらに多く輩出し、赴任した弁
護士会員を支援できる諸施策を対策本部で検
討してゆきたいと考えています。ぜひ、様々
なフィールドで被災者支援に取り組むことが
できるようともに頑張りましょう。 

飛び出せ !! 弁護士

D10760_44-51.indd   45 15/03/10   18:19



NIBEN Frontier●2015年4月号46

赴任に至る経緯1
　岩手県総務部法務学事課特命担当（法務指
導）特命課長。東日本大震災から4年が経ちま
すが、私は今、このような職についています。
弁護士になったころには些かも想像していな
かった状況であると言えます。
　震災当時、私は二弁所属の弁護士であり、
充実した日々を送っていた反面、被災地の姿
や被災者支援に奔走する弁護士の姿を横目に、
岩手県出身でありながらあまり貢献ができて
いない自分の状況に居心地の悪さを感じてい
ました。そのようなときに、岩手県で弁護士
を職員として募集しているという報に接しま
した。本間合同法律事務所の先生方と仕事が
できる環境を思うと大いに迷いもありました
が、心情的には何もしないという選択肢もな
く、赴任に至りました。2013年1月から現職に
あり、2015年12月までの任期となっています。

被災自治体における
弁護士職員の概況2

　全国的に、自治体における弁護士職員は、1
つの業態として広がりを見せている分野です
が、今般、震災を契機として、特に被災自治
体における採用が急増しています。これは、
復興予算の裏打ちも大きいですが、やはり実
質は震災によって日常的に生じる新たな法的
課題に対応する必要性から、その需要が特に
高まっているためと言えます。2013年1月に岩
手県および宮城県で採用が始まって以来、岩
手・宮城・福島の被災三県において弁護士職

員を採用した自治体は、岩手県、山田町、宮
城県、石巻市、東松島市、気仙沼市、富谷町、
福島県、相馬市、郡山市、浪江町の11か所に
まで増加しました。2015年4月からは宮古市と
南相馬市においても採用予定となっています。
　被災自治体における弁護士職員の現在は、
赴任者の増加に伴い1つのネットワークが形成
されている状況にあると言え、メーリングリ
ストなどを通じた情報交換、意見交換は、忌
憚なく毎日のようになされているほか、近時
は三県の職員が共同で企画して各県ごとにセ
ミナーを開催するなど、その連携は相当に実
質的なものとなってきています。

岩手県での業務状況3
　業務は、全てを①個別案件の対応（法律相
談）と集約することも可能ですが、特筆すれ
ば、②用地取得の課題への制度的対応、③岩
手県における原子力損害の賠償問題対応が継
続的にある状況です。条例審査や内部委員会
の委員その他の庶務などスポット的な業務も
行っています。
　主要な業務である①は、庁内各課から相談
が断続的に持ち込まれ、現状は年間200案件ほ
どに関与しています。復興のための事業過程
において生じる案件、行政処分や審査請求な
ど行政特有の案件、稀には独禁法や知財にか
かわる案件など内容は多様です。契約1つとっ
ても自治体特有のルールがあるなど、多くは
未知のことの検討が必要ですが、業務におい
ては、リスク想定や事案の見通し、説明責任の
あり方など、弁護士としての経験が活きること
ばかりだと思います。代替性のない仕事・判断
を求められ、それが意思決定に大きな意味を持
つこともあり、相応の職責があると言えます。
　②については、赴任した当初から、ボトル
ネックといえる復旧・復興の事業用地の取得
の遅れやその主要因たる相続処理未了・多数
共有等の問題が相当に顕在化しており、これ
を迅速化するための新たな法制度の検討・提

菊池 優太 （62期）
●Yuta Kikuchi

〈略歴〉
2009年　弁護士登録
2013年　岩手県総務部法務学事課特命課長

岩手県総務部法務学事課特命課長
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言が課題となっていました。2013年6月に庁内
PTが設置され素案をとりまとめ、岩手弁護士
会との共同検討を行った上、同年11月に国へ
の要望に至りましたが、これは、各所関係者
の尽力の結果、2014年4月に復興特区法の改正
という形で一定の成果を見ました。PTの一員
として実務的関与も勿論行っていましたが、
岩手会と県との連携に貢献できたことが任期
付職員として何より意義のある職務だったと
感じています。PT各位は職員表彰の栄に浴し、
岩手会へは知事から感謝状が贈られています。
　③も岩手県にとって大きな課題の1つです。
沿岸部の復興問題と福島県における甚大な被
害に焦点が当たる一方で、ここ岩手県にも、
原発事故により、業種によっては廃業を余儀
なくされる方がいるなど、切実な被害が生じ
ています。私は、主に賠償に関する法的な助
言を通して、かような民間損害への支援業務
や国政要望業務に関与しています。また、自
治体自身の損害について、岩手県は、2014年1
月、県内市町村等と共同して、原紛センター
への和解仲介の申立てを行いました。担当職
員と協働しながら主張・立証の検討を行い、
2015年1月、和解に至っています。

勤務雑感4
　弁護士職員の存在は、職員の安心感につな
がり、大小の疑義の早期解消による業務効率
の底上げは、平常業務のほか復興関係業務を
抱える被災自治体にとって、質素ながら大き
いように思います。また、任期付職員は、内
部者・外部者のメリットを双方発揮し得る形
態であり、自治体のコンプライアンス一般に
有効だと感じます。震災を契機に設けられた
ポストではありますが、異なる弁護士で常時
継続されていくことが望ましいのではないか
と考えています。
　自治体の職員は、頼もしい同僚という側面
もありますが、依頼者の側面も大きく、「あり
がとう」と言われたときや案件の効果があが
ったときなどにやりがいを感じられることは、
一般の弁護士と同じです。近時、JR山田線宮

古─釜石間の今後について、JRと三陸鉄道と
自治体とが基本合意書を締結し、復旧工事が
本格化することになりましたが、一県民とし
ての喜びに少しだけ上積み分があります。
　任期途中であり、自らがなし得ることをよ
り考えていきたいと思います。

おわりに
―被災自治体赴任のすすめ―5

　被災自治体に赴任している弁護士は、皆一
様にやりがいを感じながら奮闘しているよう
に私には映ります。眼前にある現実、課題に
貢献し得るという実感や、行政、復興特有の
問題と向き合い工夫が求められることなどは、
得難い経験と感じられているものと思います。
ほかにも組織経験や赴任によって増えた人脈
など、貴重なことは多いでしょう。
　私自身も、これは例外ではありません。従
前は、自治体職員になるとは考えたこともあ
りませんでしたが、今では、沿岸市町村の任
期付職員となればまた違った経験もできるの
ではないか、などと思いを巡らせることもあ
ります。また、純粋な弁護士という立場を離
れたことで、むしろ弁護士という職業のあり
方や可能性を再認識する機会にもなっており、
長い目で見れば、自分に幅を与え得るものと
感じています。
　岩手県だけでも、未だ二万人を超える方々
が仮設住宅で暮らし、住まいの再建を目指し
ています。三陸の海は悲しいほど美しいです。
被災自治体への赴任を前向きな選択としてと
らえていただければ望外です。 

2015年冬、15時の田老湾を望む

飛び出せ !! 弁護士
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はじめに1
　来たる4月末日、石巻市役所に任期付き公務
員として赴任した当職の、2年間の任期が満了
します。
　この間、石巻市における復興は、一歩ずつ、
確かに進んできました。しかし、未解決の課題
はまだ山積しており、また、大規模に事業を
進める中で、新たな課題も浮かび上がってい
ます。
　当初から含みとしていたところですが、当
職は、任期を1年間延長して、引き続き任にあ
たることになります。
　しかしながら、残り1年で復興が成るもので
はありません。1年後には、ぜひとも、石巻市
役所での仕事を後に続く弁護士にバトンタッ
チして、支援の継続を確保したいと考えてい
ます。

赴任の経緯等2
　東京で生まれ育ち、東京の法律事務所で順
調に仕事をしていた弁護士12年目の当職が、
なぜ石巻市に任期付き公務員として赴任した
のかとよく、問われます。
　動機は、当職の修習地が仙台であったとい
う御縁と、そして弁護士として、東日本大震
災の被災者・被災地の力になりたいという思
いです（少々、格好つけすぎですね。）。
　加えて、所属弁護士が外部組織に出て働く
ことに寛容な所属事務所の風土、担当案件や
クライアントを安心して託せる同僚・後輩の

存在などの職務上の条件、第2子が誕生したこ
と、宮城県北部に実家がある妻の理解があっ
たことなどの家庭内の条件の後押しもありま
した。
　もちろん、キャリア十数年という時期に、
営業上の空白を作ることのマイナス面を考え
て、躊躇はありました。しかし、クライアン
トを失う覚悟が必要だとしても、未曾有の災
害後に復興の「現場」である地方自治体に入
って働くことが自分の弁護士人生においてマ
イナスの結果になるはずがない（クライアン
トも、全てが無になるわけではない）と信じ、
最後は思い切りました。

職務の内容3
　当職は、課長と同列の、しかし、融通の利
く職位に就けていただいています。
　総務部総務課の一員であり、同課法務担当
グループと協働していますが、半ば独立した
「市役所職員向けの法律事務所」的な側面もあ
ります。
　仕事の中心は、市役所のあらゆる部署・担
当者からの法律相談です。
　当職の手元の集計で、赴任後21か月間に大
小380件の事案を取扱ってきました（訴訟案件
なども1件と数えています。）。内容はバラエテ
ィに富んでいますが、現在も震災に関係する、
悩ましい事案が多くを占めています。
　ここ1年間の傾向としては、訴訟・調停事件
対応の業務に占める割合が増えています。
　幸い市職員が専門職としての当職を尊重し、
何かと雑務をカバーしてくださるため、法律
実務家としての仕事に注力できており、事務
面でのストレスはほとんどありません。

被災者の住宅再建の進捗4
　本誌2014年4月号の特集記事にも寄稿させて
いただき、石巻市における被災状況や、当時
の復興事業の進捗状況等をご報告しました。

野村 裕 （54期）
●Yu Nomura

〈略歴〉
2001年
　第二東京弁護士会登録
　のぞみ総合法律事務所入所
2008年
　同事務所パートナー
2004年～2006年
　日本銀行に出向
2013年
　 石巻市赴任と同時に仙台弁護士会に
登録替え

石巻市役所総務部総務課　法制企画官／弁護士
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　その後、2014年末時点におけるプレハブ仮設
住宅入居数は5900戸（1.3万人）、仮設扱い民間
賃貸住宅数は4000戸（1.0万人）になりました。
　この1年間でプレハブ仮設住宅の入居戸数は
約600戸減少しましたが、これが住宅再建を果
たして退去した世帯の数であるとすれば、震
災後3 ～ 4年目の1年間分の数字としては物足
りなく聞こえるかもしれません。ただし、そ
れが、現在、石巻市では被災した土地にその
まま自宅を建てることでは安全・安心が確保
し難い、津波復興における（石巻市に限らな
い）再建のスピード感の現実と言えます。高
台移転先の敷地、復興公営住宅とも工事が
大規模に施工され、進捗しており、2015年、
2016年は、より多数の世帯が仮設を退去する
と見込まれます。
　とはいえ、その後も仮設住宅団地の集約化、
仮設住宅からの退去見通しが立たない世帯の
支援といった難題が見えているところです。

コンプライアンス対応5
　地方自治体は、常に市民（マスコミ）や議
会に対する説明責任に直面しています。
　まして、被災自治体は、復興予算の配分を
受けており、国民全体に対する説明責任を大
きく負っています。
　膨大な復興事業を進める中で、紛争や不祥
事等の発生を予防しきれるものではなく、危
機管理を求められる局面は次々と発生します。
　弁護士の法律的かつ常識的な助言、そして
説明能力が、最大限に活かされる場面です。
　助言の内容が厳しくなることもありますが、
弁護士が、組織の一員として目配りしながら、
生きたコンプライアンス問題に対処すること
で、自治体職員に大きな安心を与えることが
できます。
　それが、同時に、弁護士にとって貴重な経
験となることも間違いありません。

被災地赴任のすすめ6
　赴任前に比べ所得はx分の1になりましたが、

机をならべて仕事をしている市職員とのバラ
ンス上、少な過ぎるとは感じませんし、地方
都市で生活するに事欠くこともありません。
　始業時刻がAM8：30と当職にはやや早いも
のの、PM6：00前後に職場を出る日も多いで
すし、遅くなってもPM10：00を過ぎれば帰り
支度をします。
　仕事を離れれば、四季を肌に感じつつ気持ち
よく過ごしており、とりわけ、旬の新鮮な海
の幸（しかも安い！）は最高のご褒美です。
　弁護士が、地方自治体の「アドバイザー」
の立場に留まるのでは余りに惜しいと感じま
す。地方自治体の内部に「プレイヤー」とし
て参画していくことで、きっと、変化をもた
らし、価値が生み出されることでしょう。
　地方自治体が担う事務は広範囲にわたって
おり、弁護士であれば必ず、各人の経験年数
や問題意識・関心分野に応じて、自分なりの
立ち位置を見つけ、活躍できます。
　復興という課題を抱える被災自治体であれ
ばなおさら、赴任者が得られる充実感は大き
いはずです。
　とりわけ若手の先生方には、数十年間にお
よぶ自らの弁護士人生を主体的に設計してい
くことをお考えいただきたいと思います。
　本稿をお読みになった先生方の一部にでも、
ご自身が被災自治体に勤務する姿を真剣にご
想像いただけることを願いつつ、ご報告の結
びとさせていただきます。 

集団移転先の新市街地は一部で引渡しが始まり、
個人宅が建ち始めている。奥は災害公営住宅。2015年2月撮影

飛び出せ !! 弁護士
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赴任した経緯1
　陸前高田市に赴任して3年が経ちました。
　ご存じのとおり、陸前高田市は、東日本大
震災によって甚大な津波被害に遭いました。
震災前の人口約2万4000人のうち1800人を超え
る方が、震災によって死亡・行方不明となり、
3100戸を超える家が震災によって全壊しまし
た。市内にはこれまで常駐する弁護士はいま
せんでしたが、震災後、法的支援の必要性の
高まりを受け、公設事務所が設置されること
になりました。
　私は、もともと町医者のような弁護士を志
していましたが、司法試験合格後に弁護士過
疎の問題を知り、いずれ地方の公設事務所に
赴任して、地域の役に立ちたいと夢見るよう
になりました。2009年12月から、二弁で弁護
士登録をして、アストレア法律事務所で青木
信昭先生に養成していただき、将来の赴任に
備え、一般民事を中心に多数の事件に取り組
んでいました。
　私が赴任先を探していた2011年3月、東日本
大震災が起こりました。その後しばらくして、
陸前高田市近郊に公設事務所が開設される予
定があるという話が耳に入りました。経験の
浅い自分が役に立てるのかという不安もあり、
たいへん迷いましたが、私自身、兵庫県西宮
市の出身で高校1年生の時に阪神淡路大震災で
被災した経験があったことや、私の修習地で
あった岩手県に恩返しをしたいという思いが
あったことから、ここで手を挙げなければ後
悔すると思い、赴任を決意しました。

被災地での活動2
　事務所が開設されるにあたって、メディア
等で周知されたことや法テラスの震災特例法
によって法律相談の垣根が低くなったことも
あり、開所後、多くの住民の方が相談に来ら
れました。多い月では、事務所での新件相談
が40件を超える時もありました。
　開所当初は、相続や被災ローン（住宅ロー
ン、事業ローン）に関する相談が相当数寄せ
られました。とりわけ被災ローンの問題は深
刻でした。都市部と異なり、持ち家が一般的
な居住形態である地域で、住宅ローンを抱え
たまま自宅を失った被災者は、極めて困難な
立場に置かれます。早期に仮設住宅から出よ
うとすれば、賃貸住宅の空きがある内陸の街
に移住せざるを得なくなる。すなわち、被災
地からの人口流出に拍車がかかってしまうこ
とになります。
　東日本大震災の後、一定の要件の下で、破
産手続きによらずに、ある程度の資産を保有
したまま被災ローンを整理できる被災ローン
減免制度（個人債務者の私的整理ガイドライ
ン）が創設され、私は、75名の方の制度利用
のお手伝いをしてきました。この制度の適用
要件の厳しさ等様々な問題は残されています
が、制度を利用して債務が免除された方にと
っては、生活再建に大きな力となりました。
私がお手伝いして震災前の住宅ローンから解
放された方が自宅を再建して仮設住宅から退
去されたことを報告してくださった時は、自
分のことのように嬉しく、ここに来てよかっ
たと思えた瞬間でした。

より身近な存在になるために3
　一方で、これまで弁護士がいなかった地域
では、弁護士は決して身近な存在ではありま
せん。陸前高田市では、震災直後より、関東
近郊の有志の弁護士がNPOと協働して、市内
の避難所や仮設住宅を訪問する活動を行って

在間 文康 （62期）
●Fumiyasu Zaima

〈略歴〉
2007年3月 東京大学法科大学院修了
2009年12月 弁護士登録（当会）
2012年2月 岩手弁護士会へ登録替え

いわて三陸ひまわり基金法律事務所　初代所長弁護士
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いました。私もこちらに来てすぐに、活動に
同行させていただくようになりました。この
活動は、弁護士が仮設住宅の集会所で、紙芝
居を使って支援制度の説明をして、膝を交え
てお茶を飲みながらお悩みごとを伺うという
ものです。参加された方は、最初は遠慮がち
に「お茶を飲みに来ただけだから」と仰いま
すが、横に座ってお話をしていくうちにぽつ
りぽつりと抱えている問題を聞かせてくださ
います。事務所で待っているだけでは、地域
の皆さんの抱えている問題に触れることはで
きないと感じました。この仮設住宅巡回活動
は、現在は私が引き継いで、岩手弁護士会や
陸前高田市、NPOのサポートを受けて継続し
ています。年間50箇所の仮設住宅を訪問する
のは楽ではないですが、この活動をきっかけ
に、「弁護士さんに助けてもらえた。救われ
た。」と仰ってくださる方がたくさんおられま
す。こういった地道な活動こそが、弁護士を
身近に感じてもらって、住民の皆さんのお役
に立つための近道であると実感しています。
　陸前高田の町はまだまだ復興の道半ばです。
住民の皆さんに、「困ったことがあったら弁護
士さんのところに相談に行こう」と思ってい
ただけるように、これからも弁護士を身近に
感じてもらう活動を続けていきたいと思いま
す。将来、町の復興が成ったとき、法律事務所
が病院や学校のように町のインフラの1つとし
て、生活に安心を与える存在となり、この町
の魅力の1つとなっていることが私の夢です。

陸前高田市での生活4
　「被災地での生活は大変でしょう。」とよく
気遣われます。たしかに、陸前高田市は元の
市街地が丸々なくなってしまい、赴任した当
初は店も数えるくらいしかなく、便利な生活
とはいきませんでした。特に、東京での仕事
を辞めてついてきてくれた妻にとっては戸惑
うことが多かったと思います。しかし、次第
にスーパーや飲食店も増え、生活はだんだん
と便利になってきました。何よりも、街が復
興していくのを感じながら暮らせるのは、得

がたい喜びです。
　そして、漁業が盛んな地域ですので、新鮮な
魚介類には事欠きません。依頼者が、アワビや
ウニを手土産に持ってこられるのには驚きまし
た。また、道で人とすれ違う時に、必ず「こん
にちは」と挨拶するこちらのルールにもすぐに
馴染めました。物だけでなく、心の豊かさも感
じられる陸前高田での生活を満喫しています。

二弁公設委員会の支援5
　東日本大震災から4年が経ちますが、被災地
で人々が抱える問題は時々刻々と変化し、息
の長い寄り添い活動を、創意工夫をこらして
継続していく必要があります。二弁の公設支
援委員会では、養成時代から、OB・現役の所
長弁護士との意見交換会等の交流の場を企画
していただいています。これは、普段は周り
に同業者がいない赴任中の弁護士にとって、
他の地域の取り組みを知り、新たなアイデア
を得るまたとない機会です。
　被災地の多くは弁護士過疎地で、公設事務
所や法テラスの弁護士が地域の司法サービス
を担っています。赴任中の弁護士にとっては、
自分の任期を迎えた後も、地域の司法サービス
の質を落とすことなく、継続して住民を支えて
いってほしいというのが切なる願いです。こ
れまでも二弁で養成を受けた多くの先生方が
弁護士過疎地で活躍されてきました。今後も、
意欲ある若手弁護士の養成にご尽力いただき、
赴任する弁護士をバックアップしていってい
ただければ幸いです。 

仮説住宅巡回活動の様子

飛び出せ !! 弁護士
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