
『はなさき記念館の遺言』座談会 後編

Anniversa
ry

はなさき記 念 館  設 立 1 0 周 年 記 念 企 画

1.これからの新人支援について
関谷　「はなさき記念館」（以下「はなさき」とい

います。）がなくなって、皆さん色々な考えを
お持ちだろうと思うけれども、小池先生はどん
な気持ちですか。 
小池　本当に残念です。僕は、はなさき出身の人

を採りたいと考えていました。やっぱり独立心
のある方って、自分で考えられる方がとても多
いというような印象を前から持っていたので。
はなさきを出た人と一緒に働きたいという夢が
なくなったので、ちょっと残念という。独立心
のある弁護士を育てるという意味でもやっぱり
あった方がよかったと思います。 
関谷　はなさきの後に続く新人支援として、イメー

ジでもいいんだけれども、何かありますか。も
ちろん指導担当弁護士制度は、もう少してこ入
れをしていく必要があるとは思っているんだけ
れども。 
小池　そこは指導担当弁護士を活用することが一

番だと思うんですよね、それもできれば5年と
か10年とか期間を広げていただいて。それは
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　当会では、「高齢者や障害者のために役立ててほしい」との故花咲美智子様のご遺志に基づき、
2011年12月に、中野区野方に「はなさき記念館」を設立しました。2021年6月には、惜しまれつつ
も閉館となりましたが、はなさき記念館の設立から10年を記念して、設立や運営に関わった弁護士、
はなさき記念館から巣立っていった弁護士たちをお招きして、その功績や今後の若手支援のあり方、
若手に伝えたいこと等を伺いました。
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　　　　　　　 関する委員会委員長



なぜかと言うと、事件の相手方になったとき
に、若い先生がいる事務所に、もっと若い先生
が入ってきて、全然経験を積んでいない、そう
いう方もいらっしゃるとかですね。依頼者対応
とか、笠井先生がおっしゃった、報酬の決め方
のところとか、 営業面で何をやったらいいかと
いうモデルみたいなものを早いうちに見ておか
ないと。分からない人には分かるように教えて
あげれば、皆飲み込みはいいですからできると
思うので、もうちょっと幅を広げた支援という
ような形にしてもいいんじゃないかなと。
笠井　私の事務所にクラス別研修の担任をやって

いる弁護士がいて、今どんな状況なのか聞いた
ところ、コロナ禍の影響で、新人弁護士に対す
る研修に関し、当初期待していたような効果を
あげていないということなんです。二弁の場合
新人と言うと、おそらく半分程度は大規模事務
所の所属で、そういった人たちは、問題ないん
ですよ。そうではない人たちが、現在どういっ
た状況にあるのかというのを把握できるのは、
クラス別研修の担任だと思うんですよ。クラス
別研修の担任をやっている弁護士に、指導担当
弁護士制度を紹介したりしているのか聞いてみ
たところ、全然していませんということでした。
クラス別研修の担任に、適宜、指導担当弁護士
制度やメンター制度などの紹介をするようお願
いしてみたらよいのではないかと思いますが、
いかがでしょうか。 
関谷　そうそう。特に指導担当弁護士は、はなさ

きとの結び付きが強かったこともあって、ほか
の制度との関係ではちょっと弱いんです。色々
な新人サポートの制度の連携が取れていないと
いう問題点があるのは、全くその通りです。 
菅沼　そうですよね。だから今度新しく作る即独

支援制度も、そこら辺をちょっとうまくやって
いただいて。 
関谷　そうですね。その通りだと思います。昌太

先生、そういえば今度の新人サポート制度に関
して、この間、いいこと言ってましたよね。
昌太　神田安積前会長が二弁ｅニュースで大手事

務所がプロボノ活動を強化していることに触れ
ておられて、その心は、一方で業務における人
間関係や組織をプロボノに活用することができ、

他方でプロボノ活動での成果を業務に取り入れ
ることができるからなんだと思って、そうした
ら、実は、これこそが正に、はなさきの心だと
気付いたんです。はなさきは、当会がはなさき
の新人の独立や就職活動を支援し、指導担当弁
護士が仕事のやり方を教え、はなさきの新人は
高齢者・障がい者総合支援センターの活動に積
極的に参加することで業務と公益活動とを連携
させ相乗効果が生まれることを企図した制度で
すよね。つまり、大手事務所で盛んに行われて
いるプロボノ活動と同様の試みは、既に10年
前に当会において先駆けて実施されていたとい
うことなんじゃないかなと。だから、はなさき
が終わっても、その考え方や仕組みは、今後も
会内でより充実した形で承継され、より多くの
会員に活用されたらいいんじゃないかと思って
います。
関谷　やっぱり第１号は言うことが違うね。さて

秀昌先生はご自身も指導担当を受け持たれたと
いうことですけれども、こういう支援策があっ
たらなおよかった、というのはありますか。 

2.新人に伝えたい応援メッセージ
秀昌　私は二弁から、ハード面・ソフト面の支援

にとどまらずご縁という意味でも最高以上のも
のを与えていただきましたし、例えば今、災害
1つとっても中野明安先生との出会いがなけれ
ば、おそらく関与していなかったので、本当に
弁護士としての人生を与えていただいたと考え
ています。ただ、私についてはそうでしたが、
はなさきという分かりやすいシンボルがなくなっ
たことで、指導担当やクラス別研修担当といっ
た立場じゃないと支援を受けている弁護士が誰
かが分かりづらくなってしまった。それでも、
二弁全体としての支援の雰囲気、応援している
からねというメッセージが、指導対象弁護士の
方に伝わるような、自分は二弁で頑張っていけ
るなと思えるような、そういう雰囲気をつくれ
る制度にしていただきたいなと思います。
関谷　この座談会は、はなさき出身メンバーから、

特に登録をして間もない2～3年ぐらいの先生
方に対する応援メッセージを伝えたいという意
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図もあるんですが、森田先生がおっしゃってい
た、色々なところで活躍する、自分はこういう
ことが得意だからこれをやるんだという、若い
人ならではの積極的な姿勢が非常にエネルギー
を感じてうらやましく思うんだけれども、森田
先生から読者への、特に若い会員に対するメッ
セージがあったら、ちょっと聞かせてもらいた
い。 
森田　「取りあえずやってみる」じゃないですかね。 
 　強制加入とは言え、こんなに後輩の面倒を見

ようとする、ちょっとお節介な先輩方がいるよ
うな環境があることは、ほかの業界と比べると
恵まれていると感じています。私は、弁護士に
なる前に会社員や派遣社員として働いていまし
たが、会社だったら入社間もない社員が社内で
関わるのは部署の先輩・後輩、直属の上司ぐら
いです。弁護士会だと会長が気軽に出てきてく
ださったり、委員会に出ればキャリアや分野が
異なる多彩な先輩方と気軽に交流できる環境な
ので、有り難いと思いました。

　　弁護士会が何でもやってくれるわけではない
けど、一歩を踏み出せば、引っ張ってくれる人
に会えたり、それなりに面白いことに出会えた
りすると思います。だから若手サポートとして
は、一歩踏み出しやすい雰囲気をつくってあげ
るというか、そのために今までは飲み会とかを
開催していたのかもしれないけれども、コロナ
禍を経てオンラインでも結構色々できることが
分かったので、もっと気軽にオンラインで一歩
踏み出せるような環境をつくってあげるとか。 

　　あと広報についてですが、私はメンター制度っ
て全然知らなかったんですけど、色々な制度が
あり、それぞれ広報で苦労していますが知られ
ていないことがいっぱいあって、もったいない
と思うんですね。

 　2年ぐらい前に二弁アプリ「miNiBen」（ミ
ニ弁）がリリースされましたが、今更なんです
けれども紙の広報が意外とよかったなと思いま
す。紙がなくなっちゃってから研修の応募数が
減ったと聞いたことがあって、弁業の士業交流
会も、去年から応募者が減ってしまったのです
がやっぱり知られていない、目に入っていない
んです。全員に郵送されていた紙の二弁通信は

意外と重要だったなって。 
（関谷）　そうね。もちろんミニ弁も工夫をしなが

ら、ちょっとずつ改変されているし、ホームペー
ジの会員サイトも使い勝手はよくなっているん
だけれども、そもそもアクセスしてもらわない
と、様々な制度を知ってもらえないという問題
があるから。あとはそれぞれ自覚の問題もある
のかもしれないけれども。
関谷　小池先生は、新人会員に対する応援メッ

セージとしてはどんなものがありますか。
小池　応援というか、僕はそんなの自分次第じゃ

ないのと言いたいところなんですけど、1年目
から、そんなにぽんぽん仕事が入ってくること
はないので、何とかそこはアルバイトをしなが
らでもいいですから、1年か1年半ぐらいはやっ
ていると、初めは利益にならないけど、だんだ
ん名前とか知られていきますから、認知される
ための活動というんですか、そういうのを取り
あえず怠らない。ちょっとこういう場で言うの
は何ですけど、皆さん、お客さんからすれば遠
くて行きにくいところにばっかり事務所を出し
ていますよね。
関谷　事務所のロケーションとかアウトリーチと

かの話ね。
小池　地裁まで電車一本で出られるとか、そんな

の依頼者にとっては正直どうでもいいことなん
ですよ。だからその方が近くで話を聞いてもら
える人が喜ばれる。特にうちはすごく高齢のお
客さんが多いんですね。皆さんおっしゃる理由
が簡単な話で言うと、都心までいちいち出たく
ないと。それはそうだと思うんです。だからと
言ってサービスの質を低くしていいというわけ
じゃない。それに甘んじているわけでも全然な
いですけれども、弁護士が身近にいてくれると
いうのがすごく大事だと思うので、あまり人が
いないようなところに事務所を構えるだとか、
そういうのもあっていいと思うし、分野で言え
ばほかの人がやっていないようなところを狙う
というのがいいかなと。特にやっぱり利益率が
低い仕事とか、ビジネスにしにくい仕事ってあ
るんですね。例えば消費者問題とかってあんま
りそれ専門という方はいらっしゃらないですけ
れども、それをやっているとほかの仕事がそれ
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した方がいいと思います。これを本当にやって
いいのかなと思うときとか、迷ったときに聞け
ますから、絶対使ってほしいです。 
関谷　昌太先生は独立開業の弁護士として、経営

維持のためにどういう点に気を配って仕事をし
ていますか。
昌太　色々苦労していますが、再現性の高い方法

を追求しているところです。再現性の高い方法
というのは、誰もが成功できて、なおかつ失敗
しても再起可能な方法です。固定費をかけな
い、それから借金をしない、それと時間の切り
売りをしない、利益率が高いという4つの要件
を満たすような方法なんですね。ただこれまで
の弁護士の業務というのは、案件が増えれば増
えるほど利益が上がるという方式でした。そう
すると立地条件のいいところに事務所を構えて
事務員を雇って、案件を引き受ければ引き受け
るほど忙しくなるというので、この要件を満た
すことが難しかったんですよね。

　　でも弁護士の業務拡大もかなり進んでいるの
で、今の状況であれば、再現性の高い方法を考
えるということも可能になってきて、そういっ

に関連して入ってくるだとか、あると思うので。
　　自分で強いと思える分野は積極的にやる。僕

の場合それは成年後見だったんですね。弁護士
会に来る成年後見の仕事は、良い事件ばかり
じゃありませんが、それでもそれをやっている
と、遺言とか相続のことも自然とできるように
なりますし、任意後見を勧めるような話も当然
しやすくなる。だから1つの分野できちんとや
る。それもあまり競合している人がいないよう
なところが大事かなと思います。例えば破産と
か労働は、事務局が自由に使えなければ作業量
が多くて絶対行き詰まっちゃうと思うんです
ね。あとは相談能力を磨くこと。相談者から見
て、素人の話じゃなくて、弁護士に話をしてよ
かったと思って帰ってもらえるような相談を心
がけるようにしています。

 　そうすると、弁護士はほかの業種に比べたら、
森田先生も言っていましたけど、これだけ強制
加入をさせて保護してくれる団体ってないと思
うんです。弁護士会の中には分からないことが
あったら必ず教えてくれる先生がいるので、委
員会でも会派でもいいんですけど、絶対に参加
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た方法を提供できるのであれば、ほとんど費用
をかけずに新人だけじゃなくて、全ての会員の
支援につながると思っているんですね。

　　今後も弁護士人口が増えていくことを考える
と、何らかの事情で経営が危なくなるというこ
とは、誰にとってもあり得ることだと思うので、
そういったときに経営を維持する方法があると
不祥事防止にもなります。
関谷　小池先生は、今は経験談が話せる状態だけ

れども、開業当初は、目の前に突っ切れない壁
があって苦労したんだろうと思いますが、それ
はどうやって切り抜けたの。 
小池　僕の場合はやっぱりお客さんが全然来な

かった時期があって、そこは一番の悩みでした
けれども、やっぱり知ってもらうしかないので、
とにかく色々な場所とか、委員会に入って、そ
のつてでいけるところは全部活用しました。そ
ういう感じでしたから、弁護団とかも入った。
もう清瀬とかその近辺の活動、多摩支部とかの
活動が多くなってくると、やっぱり都内でやっ
ている弁護団は足かせになるので、ちょっとそ
こはもう切っていくみたいな感じがしましたけ
ど、とにかくお客さんに知られる努力ですよね。 
関谷　お金はどうしたの。 
小池　お金は本当に大変でした。初めのうちは添

削のアルバイトをしていました。司法書士の資
格を持っていたので不動産の決済もやってまし
た。そうしているうちにお金のことは障害には

ならなくなりました。だから最初にやっぱりコ
ストをかけないというのは大事だと思います。
昌太先生がおっしゃったのは、そこだと思いま
す。そういう利益率を高くするためには固定費
を低くするしかないですから。始めたらほかの
先生がやっているみたいに事務員を雇ってとか
考えるから、どんどんハードルが高くなります
から、事務員とかに教えるときも自分が分かっ
ていないと教えられないので、まず初めは自分
で全部やってみると。それぐらいやった方がコ
ストもかからないし。時間はかかりますけど、
初めはもちろんお客さんもつかないですから、
しっかりそういうのは自分でやるようにした方
がいいんじゃないかなと。 
関谷　秀昌先生、自分が今行き詰まっているとい

う状態をどう突破したかについて、話してもら
えますか。
秀昌　ある意味常にそういう状態なのかもしれな

いですね。私は中野先生の背中を間近で拝見し
てきましたので、一生及ばないなと。ただ、中
野先生の教えの1つに、いただいた話は断らな
い、全て即答で受けるというものがあって、そ
れを愚直に守ってきて、結果10年弱経ちますが、
そうしてきてよかったなと思います。個人的に
はやっぱり自分の柱を3本は作りたいという目
標を持って活動している中で、平成28年（2016
年）熊本地震の嘱託弁護士を日弁連で1年間やっ
て、あれを終えた頃から災害関連が1本目の柱
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2011年に盛大に行われた開館式
（右から栃木敏明 2010年度会長、澤井英久 2011年度会長、髙木佳子 2005年度会長、菅沼友子 2010年度副会長）



人間が困っている状況があるのであれば、何と
かしてあげようよという意識は、引き続き今の
理事者にも持っていてもらいたいなと思います
ね。 
菅沼　今日のお話を聞いていて実感しましたが、

色々な活動を通じてつながりを作っていくこと
が本当に大事なことですよね。栃木敏明先生が
会長を務められていた時代の執行部のときも、
委員会に来た新人には、なるべく声をかけるよ
うに結構意識をしてやったことがあったんです
よ。新人にとっても、スルーされるか一声かけ
られるかどうかで、やっぱりその後のモチベー
ションが違いますよね。
笠井　そのつながりというかパイプは、委員会で

も研究会でも会派でも何でも自分に合った形で
持つことができればいいので、若手弁護士は、
たくさんの弁護士に出会ってほしいと思います。
そして、希望しているのになかなかそういう出
会いがないということであれば、二弁が率先し
て考えてあげるべきだと思うので、はなさきな
き後も、二弁は、引き続き若手のために配慮し
ていってもらえればいいのかなと思っています。
関谷　ありがとうございます。これで座談会は終

了なんですけれども、15年前の遺言書発効時に
ずっと関わった者として、ぐっと来るものがあ
りました。はなさき記念館、運営してよかった
なと思っています。花咲美智子さん、本当にあ
りがとうございました。 

かな、これはずっとやっていこうという手応え
を感じましたが、あれから6年が経って、まだ
残り2本がこれからなので、そういう意味では
まだ行き詰まっているというか、焦りますよね。
それでも今後もやっぱりいただいたお話は全て
即答して受けるということは一貫してやってい
こうと思います。コロナ禍でも社会は動いてい
ますので、専門性の高い分野なり、まだ新しい
分野なり、自分が面白いなと思えることに出会
えるように、アンテナを張って何かあったらそ
こに飛び込んでいくということをやっていきた
いですね。 
関谷　とにかく弁護士は動いてなんぼだからね。

まずは動けということだよね。さて菅沼先生、
笠井先生、そろそろ、はなさき後のことも含め
て、少し総括的なことを。

3.はなさき記念館からの遺言
笠井　結局、はなさきから何人の弁護士が巣立っ

ていったのですか。 
菅沼　31人ですね。それは1年目、2年目ぐらい

の話なんですけれども。今日、皆さん、はなさ
きをつくったときに考えていたような、自分で
伸びていけるような、自分で道を切り開いてい
けるような立派な弁護士に育ったなというのを
本当に思って、感慨深く聞いておりました。10
年経って、今皆さんが二弁にさまざまな形で貢
献してくれているというのは、本当に素晴らし
いなと、当初考えていたことが、ある意味達成
できたなと思ってすごくうれしく思いました。 
笠井　はなさきを非常に苦労して立ち上げた人間

にとってみれば、はなさきがなくなってしまい、
非常に寂しい思いはしています。もっとも立ち
上げ当時はものすごく厳しい就職難の時代でし
たが、最近は必ずしもそういう状況ではない。
時代が変わって使命を終えたのかなと思ってい
ます。ただ、当時の理事者が持っていた意識、
とにかく同じバッジを付けて二弁に入ってきた

当会では、早期独立、産休・育休明けなどの若手会員のために、支援金を支給する制度を設けています。「独立して頑張りたいけど、
経済的に厳しい。」など、関心のある方はご検討ください。詳細は二弁HPまたは早期独立支援弁護士等支援担当（03-3581-2259）
へお問い合せください。
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