
本稿は、2021年9月3日に開催された上記シン
ポジウムを紙幅に合わせてまとめたものである。

冒頭、当会神田安積会長からの開会のご挨拶と
ともに、日本弁護士連合会荒中会長からのご祝辞
を賜った。

登壇者の自己紹介
松本 三加 弁護士
福島県弁護士会所属。弁護士登録後、当会の桜丘法律事
務所で養成を受け、2001年4月～2003年3月、紋別ひ
まわり基金法律事務所（以下、紋別）に赴任。アメリカへの
留学を経て、現在は浜通り法律事務所に所属する。

2011年3月に福島県いわき市で被災し、そこか
ら10年間は被災地のために仕事をしてきた。紋別
での経験を踏まえ、弁護士としての存在意義がこ
の震災で試されていると感じた。

フロンティア事務所は弁護士過疎地に赴任する
弁護士の養成に力を注いでくれた。そのコンセプト
の誕生に自らが紋別に赴任したことで一役買ったの
かなと思う。今日は、自分のキャリアから感じたこ
とをお話ししたい。

河﨑 健一郎 弁護士
東京弁護士会所属。早稲田リーガルコモンズ法律事務所
代表パートナー。NPOや社会運動と連携したコミュニティ
型の法律事務所を運営する傍ら、ブロックチェーン技術の
社会実装にも取り組んでいる。

大学卒業後、28歳まで外資系コンサル会社に
勤め、司法制度改革の波に乗り、ロースクール一
期生となった。弁護士登録直後にリーマンショック
が発生し、年越し派遣村などの生活困窮者支援
や路上生活者支援等に関わる。また、東日本大
震災の際には、区域外避難者の支援にも関わった。

早稲田リーガルコモンズ法律事務所は、志にお
いて、都市型公設事務所と同じ方向を向いている
部分があると感じており、今日のシンポではその辺
りの意見交換もできればと思っている。

多田 猛 弁護士
当会所属。イーリス総合法律事務所代表弁護士としてベ
ンチャー支援・中小企業支援に携わる。中小企業向け弁
護士費用保険を開発した経験から司法アクセスやＩＴ化の
課題などに取り組んでいる。

社会人時代の経験から、中小企業の社長に寄
り添いたい、家庭の問題に包括的に取り組みたい、
と考えるようになり、その2つを叶えられるのは弁
護士だと思った。久保利英明弁護士が代表を務め
る「ロースクールと法曹の未来を創る会」に事務
局として参画し、法曹養成や司法制度改革のため
の活動を行っている。当会の子どもの権利に関す
る委員会に所属し、小・中学生に向けたいじめ防
止授業、いじめの第三者委員会の調査員などを経
験し、現在練馬区のスクールロイヤー等を務める。

山中 真奈氏
シングルズキッズ株式会社代表取締役。「シングルズキッ
ズたちを最高にＨＡＰＰＹに」をモットーに、シングルマザー
と子どもを住環境から応援している。

管理人常駐型のシングルマザー向けシェアハウ
スを2017年6月に開設した。平日の夜ご飯を提供
しているのが特徴である。他にもひとり親家庭で
育った方々の声を取り上げるインタビューメディアを
運営。関係性の貧困に警鐘を鳴らしていて、そこ
を住環境から改善するサービスを提供している。

ひとり親支援の法的支援
山中　自社の運営するシェアハウスの入居対象は

働く中間層以上のシングルマザーとしている。
利用者は、コミュニケーション能力もあって、家
賃の支払も遅れず、みんな仲良く暮らしている。
生活の基盤が安定しているので、他者への思い
やりであるとか、多様性の違いを受け入れたり、
楽しむ余裕があると感じている。弁護士に相談
したいと思った場合に弁護士にどうアクセスする

司法アクセスから見た
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かを聞いてみると、知人・友人の紹介であるとか、
ネット検索をしたり、無料法律相談に何度も足を
運んだりするなど、自分でつながる力がある。

他方、母子家庭の収入のボリュームゾーンは
年収300万円以下。年収300万円以下になって
くると、心のゆとりがないと、他者とのコミュニケー
ションが取りにくく、生活の基盤ができるまで伴
走者が必要な場合が多くなる。どちらの層に対
しても気持ちへの寄り添いが求められており、メ
ンタル関連の知識、カウンセリング、コーチング
的なアプローチが必要であると感じている。

子どもの貧困と言われるが、それは育てる親
の貧困でもあり、養育費の不払いについても諸
外国のような給与から天引きできるような仕組み
を整えてほしい。

支援者側は支援を一人で担うのは重くしんど
い。やはり複数名で役割分担して、一人の支援
者だけに依存させすぎないことが大事である。
多田　養育費の受給は子どもの権利でもあるとい

う意識が父母には弱いのかなとも思う。養育費
を受け取っているのは20％強であり、まだまだ
弁護士に相談する敷居は高いと感じた。一つは
法整備であり、諸外国も参考にしながら養育費
の取り決めを強力に推進する仕組みを取り入れ
る必要がある。弁護士に気持ちを聞いてほしい
というシングルマザーの声があることは重く受け
止めた。個々の弁護士だけでは対応しきれない
面もあるので、弁護士会や公設事務所の役割
を期待したい。弁護士だけではできないことは、
民間の企業や団体と連携して取り組んでいけれ
ばと考えている。

支援者の支援
加賀山　昨今、「傾聴」 や「伴走型支援」と言

われることがある。河﨑先生が関わられている
「よりそいホットライン」についてお伺いしたい。
河﨑　山中さんの取り組みは、「自助・共助・公

助」でいう「共助」 の部分を手厚くしていこう
というものであると感じた。公助じゃないと難し
い部分と共助でできる部分を切り分けて、収益
ベースでしっかり運営して、持続可能なものにし
ようという発想に共感をもって聞いていた。弁護
士は問題解決を仕事にしているので、問題解決
に必要な物事という目線で事実を取捨選択して
しまい、傾聴の部分が弱くなってしまう。無理し
て弁護士がやるよりもそれを得意とする人材と組
み合わせて行うのが良いと思っている。

「よりそいホットライン」（https://www.
since2011.net/yorisoi/） は24時 間365日
無料で電話ができ、傾聴や問題解決につなげる
ことができる。相談分野は、一般相談、外国人、
ＤＶ・性被害、ＬＧＢＴ、自殺を考えている方、
被災者等である。年間に1200万件くらいの相
談が寄せられている。
「よりそいホットライン」は国の事業であるが、

傾聴という役割と問題解決という役割を明確に
分けている。今後は「弁護士or not」ではなく、
弁護士を含めたチームでやっていくということになっ
ていくのではないか。
加賀山　支援者の支援に関連して、公設事務所

や法テラスの弁護士が取り組んできた活動の一
つとして「司法ソーシャルワーク」 がある。松
本先生はそうした活動を20年前の紋別で始めら
れたということで、お話しいただきたい。
松本　私が紋別に赴任した当時、地域に弁護士

は1人もいなかった。赴任してすぐに、消費者セ
ンターや市役所の市民相談担当などの関連部署
からどんどん相談が寄せられた。それまでは月1
回150㎞離れた旭川の弁護士が法律相談に来
て、相談後受任をどうするか困る案件がたくさ
んあった。赴任後徐々にお互いにスキルアップし
て、窓口レベルで弁護士につなぐものとそうでな
いものとの切り分けができ、協働できるようになっ
てきた。役所の法律相談窓口に来たものでなく
ても、担当者の判断で紹介してくれたり、逆にこ
ちらも、生活保護、障がい、シングルマザーの
給付金等について役所の担当部署を紹介するな
どして、その方の全体的な問題に対応できるよ
うになった。支援者の支援というよりも、こちら
も助けられていると感じた。弁護士3年目でこれ
が理想型だなと感じた。都会でも、周辺にいる
支援者同士がつながって、一つの問題を解決し
ていくということは十分可能であると思う。
加賀山　グループで一つの問題解決に取り組むと

いう点について、山中さんは支援者側から見て
どういう感想をお持ちか。
山中　行政の窓口の方の対応にバラつきがあり、

心無い一言を言ってしまう場合や、制度を知ら
ない、どこにつなげばよいかすらわかっていない
場合も結構あるように思える。せっかく窓口を頼っ
た人も、諦めて帰ってしまうことも。でも、それ
は担当者レベルではなく構造上の問題なのであっ
て、ちゃんと可視化するという仕組み作りが必要
なのだと思う。
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加賀山　グループでの問題解決に弁護士が参画
すべき必要は福祉の分野にとどまらない。多田
先生が活動されているスクールロイヤーについて
お話しいただきたい。
多田　スクールロイヤーは教師への支援なので、

まさに支援者の支援だと思う。多い相談の一つ
が保護者対応。他にも、いじめ、不登校、校則、
教師と生徒との関係など、学校に関する多岐に
わたる相談が寄せられる。相談の半分くらいは
法律問題ではないようなトラブルだ。「法律問題
ではないですよ」と答えるだけでも学校は安心
できる。最近こういう仕事をしていて感じるのは、
法律知識ももちろん大事だが、一番は関係各所
との調整だと思うし、そこに対する期待も大きい。
このことはスクールロイヤーにとどまらない。企
業法務においても、例えば第三者委員会では同
じような役割を求められてきた。そこから発想を
膨らませると、弁護士が活躍できる分野はもっと
たくさんあるのだろうと思う。また、子どもや親
側の法的支援が足りていないという声を行政か
ら聞くこともあり、そうしたニーズにフロンティア
事務所として取り組んでいくのも一案かと思う。

弁護士の公益活動のあり方
加賀山　多田先生はＮＩＢＥＮ若手フォーラムという

委員会に所属されている。若手の弁護士とお話
しされていて、公益活動に対するスタンスを伺
えればと思う。
多田　若手は勤務弁護士が多いので、完全なボ

ランティアとしての公益活動は余りできないとい
う悩みを抱えている方が多いという印象である。
ただ、完全なボランティアでなくても、ビジネスと
してお金をいただきながらでも社会に役立つこと、
新しいことにチャレンジするというのでもよいと思っ
ている。ひとり親支援も一弁護士でやるには限
界がある。一定のチームで活動すると、労働力
や資金も集まりやすいので、やりたいことがやり
やすくなると思う。クラウドファンディングなど新

しいファンドレイジングも含めて資金集めの手段
は色々工夫できる。
加賀山　今多田先生のお話にあったビジネスとし

てお金をいただきながら、社会に役立つ新しいこ
とをやっている弁護士として、頭に浮かんだのが
河﨑先生だった。公益活動に対する河﨑先生の
お考えや事務所名に入っている「コモンズ」と
いう考え方についても教えていただきたい。
河﨑　早稲田リーガルコモンズ法律事務所を8年

前に立ち上げた。「コモンズ」というのは入会
地、共有財という意味である。自分たちが習い
覚えた法的問題解決の力というのは、自分たち
の経済的利得のために使うのではなく、自分た
ちがそうしてもらったように、社会に還元していく、
後輩に伝えていく、という意味で「リーガルコモ
ンズ」と名付けた。自分たち自身で公益活動を
やっていく基盤、新たなコモンズを形成していこ
うということでやり始めた。最初一桁だったメン
バーが今では数十名を超え、そういう意味では
一定の価値を築くことができた。振り返ると、弁
護士会こそコモンズだったのではないかと思った
りもする。僕らがやろうとしていたことは、弁護
士会の規模がもっと小さいときに先輩方がやって
いたことなのかなとも思う。
加賀山　公益活動は「プロボノ」と称されること

もある。松本先生はアメリカへの留学経験をお
持ちで、カリフォルニア州の過疎地域における扶
助団体の活動等を見聞されたご経験も踏まえ、
プロボノ活動についてお話しいただきたい。
松本　紋別から帰ってきて、諸外国の弁護士過

疎問題について調査をしたいと思い、2006年
にアメリカに留学した。カリフォルニア州ではロ
サンゼルスやサンフランシスコに本拠地のある扶
助団体が、税金や寄付を財源として、法的サー
ビスの行き渡らない所に支所を置いていた。現
地を訪問してインタビューをしてきた。その一
つであるＣＲＬＡ（California Rural Legal 
Assistance）という団体では、色々な弁護士

シンポジウムの様子
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を同州の農村部に所在する支所に送り込んで
いる。 活動の予算取りをする中で、政権交代
等によって予算が削られることもある。議会に
呼ばれて必要性を説く際に、大規模ローファー
ムに勤める弁護士が「honorable（立派）」、

「dedication（献身）」と言って代理人活動を
したそうである。また、ＣＲＬＡが起こした大きな
市民訴訟の原告側として大規模ローファームの
若手弁護士が参加することもある。その勝利の
喜びをきっかけに公益部門にキャリアシフトしてし
まう人もいるとのことである。いずれもプロボノ
活動の一環である。プロボノと扶助団体のよう
な公益系の事務所の業務が密接につながってい
た。日本でも、制度作りも含めて日本らしさを生
かしつつ、繋がりができたらいいなと思っている。
加賀山　公益活動とビジネスを両立させていくた

めには費用面とのバランスも大事であると思う。
その関係で、弁護士費用保険が司法アクセス
改善の上でどのように活かせるかお話しいただき
たい。
多田　欧米では弁護士保険は普及している。例え

ばドイツでは、地方の弁護士にも仕事が行くよう
になったという話を聞いたことがある。しかし、
日本では弁護士保険はまだまだといったところ。
費用面だけでなく、弁護士へのアクセスの問題
も両輪として同時に解決する必要がある。その
一つの突破口として、ＩＴ化、リーガルテックにチャ
レンジしている。

都市型公設事務所に期待すること
山中　児童養護施設出身の若者と話したときに、

10代のときに出会った弁護士が助けてくれて、
ヒーローのように格好良かったと言っていたこと
が忘れられない。今日のシンポに参加して、ヒー
ローのように格好良い弁護士ばかりだなと自分も
思った。弁護士は敷居が高い、どうつながった
らよいかわからないということがないように、さま
ざまな役割の人がつながって、お互いのことを知っ
てみんなで無理なくできることをやるというのが
一番良いと思った。優しい世界になるよう、仕
組みや構造的アプローチを作っていってもらいたい。
河﨑　昨今、弁護士会単位で公設事務所にお金

を出すことに対して、厳しい目が向けられている
と聞いている。誰かがやらなきゃいけない仕事
であることは確実であり、弁護士会のような中
間団体が思いを持って、そこに一定の資金注入
していくということは非常に重要なことだと思う。

クラウドファンディング等の手法もあるが、事件
だけでは人を育てることはできない。もう一点、
それによって得られた成果は何なのかという点に
おいても、二弁が20年間で49名を全国のひま
わり基金法律事務所及び法テラスに送り出した
というのはすごいことだなと思う。また、これか
らの弁護士は「コーディネーター」 的な役割が
求められているのではないかと思っている。問い
を立て、解決をするための枠組みを作り、人を
巻き込み、人の心に火をつけ、それを次の世代
に続けていける人ということである。弁護士の
専売特許ではないけれども、弁護士のスキルや
経験はコーディネーター的役割と親和性があると
思う。フロンティア事務所がそういったコーディネー
ター的役割を持った弁護士をどんどん生み出し
ていくような事務所になることを願っている。
多田　若手フォーラムの中でフロンティア事務所の

ことを議論したときに、会費の問題もあり、賛否
両論、シビアな意見もあった。それでも肯定的
な意見も多くあって、1人1人の弁護士ではでき
ないような新しい試みにチャレンジしてもらい、
行く行くは若手弁護士にフィードバックして、さら
にコラボするような、そういう役割もあるのでは
ないか。「魁の二弁」にふさわしく他の弁護士
会にない公設事務所、まさに「フロンティア」
の事務所になっていただくよう協働していきたい
と思っている。
松本　フロンティア事務所は弁護士過疎地派遣の

人材養成の拠点として輝かしい実績を残しており、
これからも続けてほしいと思っている。また、ひ
まわり基金法律事務所に赴任した人は必ず成長
して帰ってくるので、片道切符ではなく、フロンティ
ア事務所に戻ってきてもらい、事務所運営の一
翼を担ってもらうべきである。二弁にとっても有
益なことであると思う。もう一点は、私の経験か
ら申し上げると、災害時の拠点としての役割を
担えるのではないかと思う。フロンティア事務所
はコロナ禍において法律相談の拠点になったそう
だが、都市型直下地震が起きたときにも拠点と
しての機能を果たせると思う。普段の事件ノウ
ハウだけでなく、事務所としてひまわり基金法律
事務所に赴任する弁護士を養成した機動性が、
災害対応の弁護士を束ねるのに役立つと思う。
会員がみんなで会費を出し合って良かったと思え
る事務所にできるのではないか。今日のシンポ
でテーマとなった役割を、今後のフロンティア事
務所に大いに期待したい。                        
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