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「高齢者・障害者権利擁護の集 い」が
開催されました
〜充実した権利擁護ネットワークの構築を目指して〜

弁護士

はじめに

小田 宏之

③ 成年後見制度、④ 障害者自立支援法の 4 つの視
点に基づき、立案実施することとしました。

去る 2011 年 3 月、日本弁護士連合会・近畿弁
護士会連合会・京都弁護士会の主催により、第 9

「 集 い 」 当 日 に 向 け た事前準備について

回「高齢者・障害者権利擁護の集い」が国立京都国
際会館において開催されました。

1 アンケート調査の実施
■

この「高齢者・障害者権利擁護の集い」は日本弁

「集い」京都実行委員会においては、介護福祉現

護士連合会等の主催により毎年 1 回開催される全

場における問題点や課題等の把握をまず初めに行

国大会で、今大会で 9 回目となりました。私も、

うことが重要と考えたことから、上記 ① 乃至 ④ の

心よりお見舞い申し上げます。原発事故につきましても収束に

今大会の準備開始当初から大会当日までの約 1 年

視点毎に作業部会を設置し、各作業部会毎にアン

向けた懸命の努力がなされておりますが、未だ先が見えないのが

間、今大会の事務局として関わらせて頂きました。

ケートを作成してアンケート調査を実施すること

残暑お見舞い申し上げます
本年 3 月に発生しました東日本大震災で被災された皆様には

としました。

現状です。未曾有の大災害に見舞われた今こそ人類の叡智が
試されているような気が致します。

「集い」開催の趣旨等

事業所、地域包括支援センター、社会福祉協議会、

さて、毎年のように猛暑と呼ばれておりますが、今年も京都の
暑さは格別です。節電が叫ばれる中、皆様それぞれ暑さ対策に
工夫をして過ごされていることと存じます。

そして、作成したアンケートにより、介護福祉

この「集い」開催の趣旨は、当該開催地におけ
る弁護士（会）と当該地域の介護福祉関係者との交

京都府下 27 自治体（全市町村）あてにアンケート
調査を実施しました。

そんな中、「なでしこジャパン」がドイツワールドカップで

流を図り相互の連携強化及び権利擁護体制の活性

アンケート回答の中には、現場における問題意

大活躍し、優勝したことには感動しました。全国民に元気を与え、

化を図るというものですが、京都開催となった今

識等について熱意をもった記述がなされていたも

前を向く勇気を与えたのではないでしょうか。

大会では、上記趣旨と共に、主に介護福祉の現場

のが多数有り、現場における問題意識を把握する

当事務所スタッフ一同も負けずに、皆様に最良のリーガル

において生じている問題点や課題等をアンケート

上で、大変参考となりました。

サービスを提供するべく努力を重ねる所存でございますので、

調査等により把握・分析し、その結果の発表、関

2 意見交換会等の実施
■

今後ともご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

連講演（報告）、パネルディスカッションをそれぞ

アンケート調査結果を踏まえて更に現場の問題

れ実施し、もって、介護福祉現場へ上記問題点の

意識や課題を掘り下げるため、各作業部会毎に、

解決等についての糸口を提示し、介護福祉現場や

地域包括支援センターや自治体支援課等に個別訪

市民の皆様に還元したいという目的も設定しま

問調査を実施し、また、主にアンケート回答を頂

した。

いた事業所、社会福祉協議会、地域包括支援セン

弁護士法人 みやこ法律事務所
弁護士 藤 田 昌 徳 ／ 弁護士 大 槻 純 生 ／ 弁護士 橋 本 皇 玄
弁護士 小 田 宏 之 ／ 弁護士 後 藤 隆 志 ／ 弁護士 金 井 健 作
弁護士 片 山 美 紀

そして、今大会の企画にあたっては、高齢者障
害者問題について、① 介護保険制度、② 虐待問題、

ターや、自治体に呼びかけて「意見交換会」を実
施しました。
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そして、実施の結果、現場の問題意識のより詳

としての多機関連携や成年後見制度の活用等につ

細な把握を行わせて頂くとともに今後の「連携」

いて、大規模都市（京都市・社会福祉協議会）、中

につながる参加者との交流を図ることも出来たこ

規模都市（京都府長岡京市・地域包括支援センター）
、

とから、弁護士（会）にとっても大変貴重な機会に

小規模都市（滋賀県野洲市・市消費生活専門相談員）

なりました。

のそれぞれにおける取り組みが紹介されました。

1 各種団体等とのネットワーク（連携）の構築・
■
強化について

今大会の実行委員長（京都弁護士会所属尾藤廣

野は、時には福祉介護の知識が必要となり、また、
関係諸機関との連絡調整等も必要となるため、弁
護士にとっては得手不得手が生じやすい分野では
ないかと思います。

喜弁護士）は「高齢者・障害者の権利を守る仕事は、

そこで、今回の「集い」により、多くの弁護士

誰かが一人で支えきれるものではない。家族・地域・

が今まで以上に高齢者障害者問題への関心を持っ

全国の各単位会における活動やいわゆる「日弁連

医療機関・行政・専門家（福祉・法律・介護など）

たことから、弁護士（会）が高齢者障害者問題への

モデル」
（弁護士と社会福祉士がペアとなって派遣

などが、密に連携して役割を分担することで上手

対応を一層積極的に推進するためにも、弁護士会

「集い」当日は平日にもかかわらず、本大会には

助言活動を行う高齢者虐待対応専門職チーム）を

く機能する。」と述べておられますが、まさに、権

内研修会等を実施してスキルアップを図り、弁護

1,017 名、引き続き行われた懇親会には 215 名と

紹介し、高齢者虐待事例に対する弁護士（会）の活

利擁護のためのネットワーク（連携）構築・強化

士（会）としてより積極的かつ多層的に高齢者障害

いう多数の皆様にご参加をいただきました。

動も紹介させて頂きました。

が不可欠な分野であると思われます。

者問題へ対応出来る体制の構築、「受け皿」の強化

また、地元京都の弁護士（会）の取り組み、及び、

「集い」当日の実施状況等

門川大作京都市長の御挨拶、日弁連、実行委員

5 懇親会について
■

しかし、残念ながら、まだまだ「弁護士は敷居

会からの挨拶、日弁連高齢者・障害者の権利に関

本大会に引き続き実施した懇親会では、山田啓

が高い」との声も聞き、私達弁護士（会）が、アク

する委員会の活動報告がなされ、引き続き、以下

二京都府知事のほか、当事者団体、介護福祉関係

セスしやすい司法サービスを十分提供できている

の企画が実施されました。

諸機関や介護福祉関係者等にも多数ご参加いただ

かは疑問です。

1 厚生労働省の特別講演について
■

き、各種挨拶や全国各地の報告、歓談等がなされ、

を図るべきと考えているところです。

最後に

今大会を通じて、介護福祉関係者の皆様との交

今回の「集い」は、何とか成功裏に終了したも

まず初めに、特別講演として、厚生労働省老健

その中で、高齢者障害者の権利擁護を推進するた

流が大きく果たせましたので、この機会に、今後

のと考えていますが、この成功は、介護福祉関係

局総務課長大澤範恭氏を講師に迎え、既に 2012

めの更なる連携強化の足掛かりを得ることができ

とも、弁護士（会）として、地域包括支援センター

者や当事者団体、地域包括支援センター、自治体、

年 4 月からの実施が決まっている「介護保険制度

ました。

や当事者団体など介護福祉関連機関や関連業種な

社会福祉協議会等が、アンケート調査や意見交換

の見直し」をテーマとして当該改正のポイントに

6 資料集について
■

どとも積極的に交流を行うべく企画を実施してい

会、広報動員活動への協力、関心の喚起等を行っ

くべきだと考えています。

て頂いたからこそ実現したものです。

ついて、講演を行って頂きました。
2 分科会・介護保険制度について
■

介護保険制度部会の実施したアンケート結果や

本大会においては、500 ページ近い資料集を無
償配布させて頂きました。
ページ数が多すぎるとの御批判も頂きましたが、

2 広報について
■

また、弁護士・弁護士会の大会に対して、京都

また、上記に関連しますが、今大会の参加者か

府・京都市・京都府社会福祉協議会・京都市社会

意見交換会等を踏まえて、当該結果報告、及び、

上記 4 作業部会のアンケート結果報告や京都市高

ら「実際に弁護士に相談したいが、どのようにア

福祉協議会・京都社会福祉士会・京都弁護士会共

立命館大学経済学部佐藤卓利教授により当該アン

齢者虐待事例集、上記講演に関する各種資料、弁

クセスすればよいのか分からない。」という意見も

同組合からも後援を頂き、強力なサポートを頂き

ケート結果の分析等を内容として「介護保険制度

護士会活動報告（法律相談実施案内を含む。）など

頂きました。この御意見は、日頃においても介護

ました。

の現状と課題」と題する講演を頂きました。
3 分科会・障害者自立支援法について
■

障害者自立支援法部会の実施したアンケート結
果や個別調査等を踏まえての当該結果報告、及び、

「盛り沢山」の内容であり、十二分の情報量を備え

により「障害者自立支援法の問題点と新たな法制
度への展望」と題して講演を頂きました。

高齢者に対する経済的虐待への対応及びその方策

以上、関係諸団体に対して深く感謝を申し上げ

今回のパネルディスカッションや資料集におい

らかのお役に立つものとなったのではないかと考

ても弁護士会の法律相談について御案内させて頂

なお、本大会開催中（分科会講演中）に東日本

えております。

きましたが、まだまだ広報が不十分であるとの認

大震災が発生し、会場（国際会館）においても長

識に立って、今後とも、弁護士（会）の高齢者障害

い揺れを感じました。東日本においては、多くの

者問題への取り組み等について、あらためて広報

方々が犠牲となり、また、甚大な被害が発生した

活動を充実強化していくことが必要だと感じまし

ことに対して、あらためて哀悼の意を表したいと

た。

思います。

弁護士（会）における高齢者障害者問題への
今後の取り組みについて

4 パネルディスカッションについて
■

「高齢者虐待防止のキーワード」と題して、主に

福祉関係者の皆様から多く聞く声です。

た資料集として、介護福祉関係者の皆様に今後何

内閣府障がい者制度改革推進会議構成員長瀬修氏

2

ついて感じたところを若干指摘したいと思います。

今回の「集い」の準備や実施を通じて、弁護士（会）
における高齢者障害者問題への今後の取り組みに

る次第です。

3 弁護士の研鑽活動について
■

さらに、上記のとおり、高齢者障害者問題の分

3
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弁護士業と育児

確からしさ
弁護士

弁護士

金井 健作

私事ですが、5 月に長男を出産しました。

る。このように 3 歳までの育児が重要であるとさ

出産前には、「育児休暇はどれぐらいとるので

れている根拠として、大脳の発達は 3 歳ごろまで

すか？」とよく聞かれたものだが、完全に業務を

でその基本的な部分がすべてできるという説があ

停止するということはなく、現在も在宅勤務とい

る。胎児期から 2 〜 3 歳までの赤ちゃんの大脳は、

通りは極めて少なく、自動車の危険は感じずに練

う形でいくつかの事件を担当させてもらっている。

驚くべき発達を遂げる。シナプスの結合の数は、

習できた。

確かに、在宅勤務は経済にとっても、育児も仕

2 〜 3 歳でピークに達し、また、生まれたときは

当時の自宅は古い借家で、道路沿いに、ところ

事も両立したいと思っている人にとっても効率的

400ｇ程度だった赤ちゃんの大脳の重さは、2 〜

どころヒビの入った高さ 1m ほどのコンクリート

幼いお子さんを亡くされた方、両親を亡くされた

な業務体制であると思う。私自身、出産前には出

3 歳くらいまでには 1,200 〜 1,300ｇになるとい

ブロック塀が立っていた。

幼いお子さんも大勢いらっしゃる。

産後も基本的には自宅で仕事をし、必要なときに

われている。大人の大脳の重さが 1,400 〜1,500ｇ

補助輪を外した自転車にまたがり、ブロック塀

被災された御自宅から、徒歩で遠方の避難所へ

裁判所等に出向けば業務に支障はないと比較的安

であることからすると、その急激な成長ぶりには

に手を付きながら、慎重に、慎重にペダルをこぎ

向かわれる途中、赤茶けた泥で埋まった川を背景

易に考えていた部分があった。

目を見張るものがある。

出した…。

にカメラを向けられた 50 歳ほどの男性が、落ち

ハッキリ覚えていないが、私は保育園の年中で
あったように思う。

で撮影もできた。こぎ出しは、今年の夏の宿題
だ。

幅員 3m 以下の対面通行道路で、田舎だから車
暑い日差しに、被災地の方々のご苦労を思わな
いではない。
被害の甚大さについて改めて書くまでも無いが、

しかし、在宅勤務といっても、実際には子供を

とはいえ、私自身、3 歳までの事など何一つ覚

家で見ながら仕事をするのは、一筋縄ではいかな

えていないし、その頃の気分も何も思い出せない

世代代わって、息子が自転車の練習と相成る。

もかも無くすなんてなぁ…。」と絶句され、涙を

いことも多い。仕事をはじめ、家事に至るまで生

が、後々、記憶に残るような年齢になってからは

私よりも少々遅いのか、年長である。

落とされていた。

活のすべてが子供中心に回ることになる。書面の

じめて沢山手をかけて育てたとしても、それまで

自宅付近では道路で練習させるのは危なくて気

締め切り直前なのに、子供がぐずって寝てくれな

の積み重ねがないと人の言うことを聞いたり信じ

が気でなく、近くの公園でも練習に手狭なため、

いこともあり、昼夜逆転の生活で十分な睡眠がと

たりできず、基本的な性格などその人の本質的な

車のトランクに子供用自転車を詰め込み、やや遠

TV の向こう側に私が、見ている側にあの男性が

れない日が続く。現にいまも子供がぐっすりと寝

部分は変えられないということなのか。

方の広い公園に出かけた。

おられたこともあり得たものである。

着いた受け答えをされた末に「この年になって何

ているすきを見計らって大文字の原稿をせっせと

いまはできる限り子供の育児に手をかけている

書き始めたが、書き出した途端にタイミングよく

つもりであるが、これから先、仕事の時間が増え、

また何故かぐずり出したりする。その逆で、大人

育児にかける時間が減っていくとしても、我が子

の後端を支え、息子を座らせてこぎ出しをフォロー

しく一人で遊んでいてくれたとしても、大人しい

もこの努力をどこかで感じとっているのだろうか。

し、さらに中腰で補助して 50m ほど走らせる。

のをいいことに一切構わず仕事に没頭していてい

だとすれば、「三つ子の魂百まで」とはよく言った

いのかとも思ったりすることもある。

ものである。

よく「三つ子の魂百まで」といわれることがある。
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片山 美紀

仕事と育児との両立には、今後も様々な葛藤が

幼い頃の性格や培った習慣は年をとっても変わ

あるだろうが、いずれにせよ、在宅勤務も可能な

らないという諺があるように、それまでの子育て

弁護士業に感謝しつつ、これからも仕事に育児に

は特に大切にしなければならないともいわれてい

と、充実した日々を送りたいと思う。

今年は空梅雨、照りつける日差しがきつい。
私が中腰で、左手でハンドルを、右手でサドル

「あと何回？あと何回？」と嫌がる息子と、悲
鳴をあげる自分の腰とを宥めすかして続けると、
不思議なもので、10 回も乗れば、独りで走行で
きるようになってくる。
こぎ出しまで完璧とはいかないが、半日の練

住んでいる場所がわずかに違っただけのことで、

被災を免れた私においても、以前より、物事の
意味に希薄さを覚えるようになった感は拭い去れ
ない。
確実なことはおそらく無いのだろう。
でも、確からしいことはあるように思う。
自転車を練習するのは、何だか確からしくて、
良い。
仕事においても、確からしさを追求していきた
い。

習でそれなりに乗れるようになり、携帯の動画
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法律相談って案外難しい
弁護士

法 律相談と弁護士
1 一般に、弁護士は、専門家としてあらゆる法律
■

うか。」といった聞き方が穏便である。こういっ

前提となっている「私の土地」について登記簿

た質問から案外問題点が見えてくる場合がある。

を確認したかと聞いても、「それはしばらく見

この段階で、裁判をしても勝てそうもないとい

たこともない。」という人もいる。確認したら

うことが分かる場合もある。相談者の説明に疑

他人名義であったという場合もある。
「私の土地」

問点を感じつつも不信を買われることを恐れて、

を前提に説明していたら全然違うアドバイスに

これをなおざりにしたまま説明・回答をしたり

なってしまう。

事件を受任したりすることの方が相談者の利益

ことによって、法律相談する側の気持ちを理解し

2 適切な法律的判断をするための前提事実の把握
■
が難しい ②

て頂ければ幸いである。

イ．相談者が自己に都合のいい事実のみを伝えた
り、ついつい都合良く脚色してしまったりして

に反する。従って、相談者に相談事実の検証が
相談者のためのものであることの説明が必要で
ある。

いる場合がある。都合の悪い部分が聞かされて

3 適切な法律的判断をするための前提事実に対す
■
る社会的認知

いないため法律的判断や解決の方法のアドバイ

イ．この様にして、相談事実（前提事実）を適切

的な知識を持っていて、法律相談などは立ち所に

1 適切な法律的判断をするための前提事実の把握
■
が難しい ①

キチンと対応できるものと思われがちである。私

イ．相談事実を正確に把握、理解する必要がある。

も学生時代には弁護士に対し、これに近い印象を

例えば、相談者が「Ｘ本人の代理人と買主であ

持っていた。しかし、実際は、法律相談をやって

る私との間で売買契約をしてお金を支払った。

ロ．法律相談で残念なことは、相談事実に関する

会的認知がなければアドバイスするどころでは

いるほとんどの弁護士はそうではなく、結論に対

しかし、その代理人がＸ本人にお金を渡さず、

相手方その他の関係者の言い分が聞けないこと

ない。つまり、一定の業界の社会的事実に関す

し明確に回答を出せない場合が多く、相談事実に

お金を持ち逃げした。Ｘ本人から私に対して再

である。離婚相談などは、相談者の話を前提と

る理解である。社会的素養ともいえる。

即応した説明やアドバイスをするのに相当苦労し

度代金請求してきている。私は、また支払わな

すればほとんどの場合、離婚原因が法律上認め

ているのが現状である。

ければならないのか。」との相談があったとする。

られそうである。しかし、依頼事件に発展し、

みても、自動車保険や労災補償保険の知識、更

2 弁護士に対する誤った期待と幻想をもって相談
■

弁護士として「代理人に支払ったのだからその

その後に相手方と交渉すると、その際に種々の

には保険会社の示談対応や示談屋の手口等に関

された方から、時折、「弁護士に相談しても明確

効果はＸ本人に及び、従って、Ｘ本人対する支

異なった事情が出てきて大変苦労することもある。

する事実が明らかになっても、それがどういう

な回答が得られなかった。」「納得のいく回答がな

払いは有効で本人からの請求に応じる必要はない。
」

かった。」
「何を言っているのか分かり辛かった。」、

といった教科書的な回答でよいのか迷うことが

ある程度の真実は見えてこない。お互いの言い

果ては「間違ったことを教えられた。」といった

ある。

分をぶつけ合い証拠を出し合った民事裁判です

ハ．また、不動産の相談事例を理解するにも、不

スが不適切なものになる場合が多い。

ハ．どんな事件でも相手方の言い分を聞かないと

に把握したとしても、この様な事実に関する社

ロ．例えば、交通事故の賠償の相談一つをとって

意味を持っているのかの認知がなければ適切な
アドバイスは出来ない。

苦情ともいえる意見が弁護士会に伝えられること

ロ．相談者が代理人と言っていても本当に代理人

ら一年たってもどちらが正しいかを認定するこ

動産取引の実情、土地や建物トラブルに関する

がある。弁護士に対する期待があっただけに、相

であるかどうか分からないからである。代理人

とは難しい。まして、ちょこんと法律相談にこ

実情を知っていなければ、相談事実自体を理解

談者からそのような誤解を受ける場合も少なくな

だと相談者が思っているだけで、本当は、単な

られて相談者の不平不満を聞いただけで正しい

することは出来ない。特に建築紛争になると新

い。

る仲介人であったり、更には何の権限もなかっ

事実関係を把握することは不可能である。だか

米弁護士でなくても相談対応は大変である。

た人であったりもする。事実に関する素人判断

らといって、相談者の説明内容を疑い、縦から

ニ．弁護士になりたての頃は法律知識はあっても、

を鵜呑みにして、教科書的な回答をした弁護士

横からの視点で質問し（疑問をぶつけ）たりし

その問題を解決する実務に関する知識が乏しく

が後からウソを教えたとの苦情に発展する。従っ

ていると、相談者からの不信を買ってしまう。

法律事実に適切な相談対応が出来ない場合があ

て、「代理人」だといった人が具体的にどのよ

疑問点の多い相談内容である程これらの尋ね方

る。

法律相談にきて頂いた方に対し、情報や資料が

うな関係者なのかを種々聞き出して法律的に代

が難しい。

少ないながらも、説明は相談事実に即応して適切

理人に該当するかを検証した上で回答しなけれ

になされるべきである。しかし、こういった対応

ばならない。

法 律相談に対する明確な回答、
適 切な説明を阻むいくつかの要因

を阻むいくつかの阻害要因があり、これを掲げる
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て土地問題を相談してくる人に対して、相談の

ハ．その他、よくあるのが「私の土地が …」といっ

ニ．
「相手方は、貴方の説明や言分に対してどういっ

4 相談事実（前提事実）を把握した後の法適用の
■
困難性

ているのですか。」とか「相手方から○○といっ

イ．この部分は、法律の専門家である弁護士の出

た反論が出た場合どう説明すればよいのでしょ

番のようである。

7

相談内容が「飲屋の酒代の消滅時効は何年で

来るための伏線の意味もあろう。しかし、考え

か等の多くの不確定要素があっても、「この件は

も、阻害要因に種々注意を払いつつ相談者の要望

すか。」
（答：1 年）とか、「代理人の行った契約

てみれば失礼な話でもある。「貴方の説明が正

こうなります。」とか「よっしゃよっしゃ任せなさ

にも応じるよう努力しているのであって、簡単で

は直接に本人に効果が及ぶのですか。」
（答：そ

しいとすれば」というのは、
「貴方の説明はいい

い。私がいいように処理してあげます。」とぶち

はないということである。それだけに、酒の宴席

のとおり）といった抽象的で民法の条文にある

加減な場合も想定される。」といった趣旨も含

上げれば、相談者も安心して、その場では相談者

でいきなり法律相談されると（ワンポイント程度

単純な事実を聞かれたときは、明快に答えられる。

まれていることになるからである。

からの絶大な信頼を得ることになろう。しかし、

であればよいが、重い相談だと）酔いも消えそう

しかし、実際の相談内容はそんな単純かつ明瞭

ハ．しかし、この意味を正確に指摘すると、「貴

これでは良くない。さりとて、リスクや阻害要因

である。また、役所等で短時間に何人もの相談者

なものではない。また、適用される条文も法解

方の説明が証明されたとすれば○○です。」と

ばかり強調した相談対応では、結局、駄目なのか

を相手とする集団無料相談では、時間の制約もあっ

釈として難しいものもある。

いう意味である。法律の世界には立証法則（証

駄目でないのかもハッキリしない優柔不断な説明

て十分な聞き取りが出来ず、明確な回答や説明を

ロ．法律書に出てくる事例集等では、相当程度具

明法則）というものがあって、権利を主張する

に終始し、相談者からの信頼を得られない。

させていただくことが困難でアバウトなアドバイ

体的な事例が引用されてはいるが、そのような

ものの多くは、その前提事実（法律要件）を立

2 色々な経験を積んできた弁護士は、この間をう
■

スに終始する場合が多い。

事例は、もともと回答しやすいように事実が整

証しなければならない場合が多い。「お金を貸

まく縫って成果を上げている。我々弁護士として

理されていたり、教科書的な典型的な事案が引

したのであるが返してもらえるか。」といった

用されているので、一定の知識と基本的な応用

単純な相談事実でも、相手方が借りた事実を否

能力があれば特に、回答も困難なものではない。

認してきた場合、貸主は、貸した事実を証明で

しかし、現実の社会で起こっている生の事実は、

きないと、
「法的に返してもらえます」とのアド

そんなに都合よく整理されたものではないので

バイスが出来ない。法律相談で弁護士から「返

ある。むしろ、法律の教科書をはじめ数多くの

してもらえる」との回答を得たが、裁判をやっ

裁判例や文献でも同一の事案はないのである。

ても返してもらえなかった、といった苦情をい

難しい法解釈が理解出来たとしてもこの法令に

う人もいる。

生の相談事実を当てはめる作業が結構難しく大

ニ．金銭貸借という分かりやすい例を単純に掲げ

変である。自己の持っている法律知識をフル活

てみたが、複雑に絡まった具体的な相談が多く、

動して、法の基本原則や制度、条文の立法趣旨

そういった相談事実の中に、立証責任の不要な

に立ち返えって相談事実がどの法律要件に該当

ものから軽いもの厳格なもの、その他、事実や

しどのような法的結果を導くのかを考えるので

法律上の推定を受ける事実等の概念が散在して

あり大変である。

いて、これらを念頭に置いて相談事実における

5 適切な法律的判断をするための前提事実の
■
（立証）
証明が難しい

権利の実現の有無を説明するのであり、この様
な作業は簡単ではない。

イ．相談事実（前提事実）を適切に把握しかつ事
実の社会的意味をも理解し、法の適用が正しく

結

論

なされても、次に立証法則（証明法則）の壁が
ある。
ロ．これに関し、よく「貴方の説明が正しいとす

8

1 弁護士は、こうして、法律相談における明確な
■

回答を阻む要因に配慮しようとするあまり、説明

れば○○です。」という回答をする弁護士がいる。

に明確性を欠く場合がある。確かに、結果がどう

これは、裁判等で弁護士の判断と異なる決着に至っ

なるかは、相手方の言分が何なのか、相手方がど

たとき、依頼に対し当時の依頼者の説明と裁判

んな証拠を持っているのか、今こちらにある証拠

の認定事実が異なっていたからだとの弁明が出

に裁判官がどの程度の証拠価値を認めてくれるの
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ク レ ー ム 法 律 相 談 （タクシー会社編）

タクシー会社から「予約電話で指定された時間

ように同駅に到着しなければならないとするよう

けるタクシー降車場所からプラットホームまでの

な債務は発生していません。

距離や同時間帯における改札所用時間等に鑑みま
すと、通常の成人であれば普通に歩けば乗車に間

上記 ① ② の債務について、不履行があったかどう

に合うだけの時間的余裕があるものと思われます。

か検討します。

従って、会社としては、通常であれば 5 時 28 分

ア

上記のとおり、会社の本来的債務は、① 特定

発の電車に間に合うように同駅に到着したと言え

の場所から特定の場所までタクシーで運送する

ますから、やはりこの ③ の債務についても不履行

（2）会社の顧客に対する損害賠償の責任原因とし

ことですが、会社はタクシーで顧客を大津駅ま

はなかったのではないかと考えられます。

ては、会社がタクシー乗客である顧客に対して負っ

で運送していますので、債務不履行がないこと

ている契約上の債務不履行責任が考えられます。

は明らかです。

藤田 昌徳

（5）従って、以上によれば、会社に債務不履行責
任が認められませんので、損害賠償請求に応じる

（ 5 時）に指定の場所にタクシーを配車したもの

まず、会社と顧客との契約関係が何かというこ

の、指定場所に顧客がいないため会社から顧客の

とですが、当初の電話に応じて会社が予約を受け

所において相手方を乗車させる債務については、

なお、仮に、会社に債務不履行責任が認められ

電話に問い合わせたところ、指定された場所は他

たこと（承諾したこと）により、会社と顧客との

予約で指定された時間に 10 分遅れていますので、

た場合であっても、果たして顧客が請求するよう

所であることが判明した。予約を受けた者に聞き

間には、顧客を旅客とする旅客運送契約が成立す

この遅れをもって債務不履行と言えるかどうか

な損害が発生しているのかどうかについて確認す

違いがあったようであり、会社はすぐさま他車を

ることになります。この契約は、一般的には、会

問題となります。

る必要があります。この点は、顧客から損害につ

配車し、結果的に顧客が乗車できたのは指定時間

社（タクシー運転手）が注文主たる顧客（旅客）

しかし、旅客運送契約は、上記のとおり特定の

いての証拠となる資料を提出してもらう必要があ

から 10 分過ぎた 5 時 10 分であった。顧客が乗車

を特定の場所から特定の場所までタクシーで運送

場所から特定の場所までタクシーで運送すること

ります。また債務不履行と相当因果関係のない損

後、指定された大津駅まで運送し 5 時 21 分に到

することを約し、これに対し顧客が会社に対して

を目的とする契約であるところ、会社はこの契約

害であれば賠償責任は生じませんので、請求され

着し顧客は同駅前で降車した。その日の夜、顧客

報酬として所定の運賃を支払う旨を約することに

の目的実行のため、10 分遅れであったとしても

た損害が債務不履行の事実から通常生じうる損害

から、同日 5 時 28 分発の電車で隣県の S 市に向

よって成立する請負契約の一種であると解されま

予約に基づき指定の場所に顧客を迎えに行き、そ

であるかどうかのチェックも必要です。さらに、

かい同市内でダンスレッスン教室を開始する予定

す。

こから顧客から指示された特定の場所（大津駅）

電車に乗り遅れたことについて、例えばトイレ等

そして、請負契約であるこの契約における会社

まで顧客を運送したのですから、本件契約の目的

のため時間を要したような事情があった場合には、

ダンス教室の開始が 1 時間遅れた。遅れてレッス

の本来的債務は、① 顧客を特定の場所から特定の

は達成されています。そして、配車が 10 分遅れ

これを顧客の過失割合分として評価することによっ

ンできなかった時間分の月謝（10 万円）を返還し

場所までタクシーで運送することということにな

た点については、今日の交通社会において 5 分や

て請求された損害賠償額から控除すること（過失

なければならなくなった」とのクレームがあり損

ります。加えて、本件の場合は、この予約電話の

10 分の遅れは常識的に有り得ることであり、こ

相殺）も考えられます。

害賠償を請求されました。この請求に応じなけれ

際に、顧客から乗車する場所と時間が指定され、

の程度の遅れをもって本件契約の本旨に反し債務

このように、債務不履行責任がある場合におい

ばならないでしょうか？

会社がこの指定を受けて配車することを承諾して

不履行となるとまでの評価はされないものと解さ

ても、損害の有無及びその金額についての精査、

いますので、この配車の特約により、会社は ②

れます。

検討が必要です。

であったが、同時間発の電車に乗り遅れたため、

回 答（法的検討 ）

指定された時間と場所において顧客を乗車させる
債務を負うこととなります。

10

21 分であったということであれば、大津駅にお

（3）次に、本件旅客運送契約に基づく債務である

弁護士

相 談内容 （事案）

には、③ 彦根駅で 5 時 28 分発の電車に間に合う

イ

また配車の特約により ② 指定された時間と場

必要はありません。

（4）念のため、仮に、会社において、行先（大津駅）
や電車の乗車時間を指定（ 5 時 28 分発）されてそ

（1）このクレームは、顧客が予約電話で指定した

なお、予約電話の際には、行先（大津駅）や電

の予約を受け（承諾し）た場合について付言して

時間（ 5 時）に指定の場所に会社が配車をしなかっ

車の乗車時間の指定（5 時 28 分発）の話はなかっ

おきます。この場合は、大津駅で 5 時 28 分発の

たため電車に乗り遅れたことを理由とする損害賠

たとのことであり、会社が顧客に対し同時間発の

電車に間に合うように同駅に到着しなければなら

償請求ということになります。そこで、会社に損

電車に間に合うように同駅に到着することの約束

ないとする債務（上記 ③）が発生することとなり

害賠償責任があるかどうか、検討します。

をしたとの事情は認められません。従って、会社

ますが、大津駅に到着し顧客が降車したのが 5 時

11

Lawyer's News letter

Daimonji

青年でなくなるとき
弁護士

後藤 隆志

弁護士も年数を重ねると、培ってきた知識や経

のが楽しくて仕方なかったんだろうと思う。どこ

験に照らして、事件の辿るべき道筋というか、そ

までも謙虚な人であった。自分を大きく見せない

の先の落としどころというか、そういったものが

人だった。こういう人には今まで出会ったことが

見えてくる。話を聴くポイントというか要領とい

なかった。

うか、そういったものを掴むようになる。そうい
われている。
だ が 、 そ れ と 引 き か え に「 事 実 」を 見 る 眼 は

事務所に挨拶にお見えになったことがあった。病

曇ってしまわないだろうか。証拠の裏付けがない

は進行し、もう車椅子から立つことも難しいよう

沢木耕太郎の著書に、人はいつから青年でなく

弁護士はいつ青年期を終えるのだろうか。イソ

「事実」には価値がない、法律の要件とは関係のな

だった。それでも背筋を伸ばし、穏やかな口調で

なるのかを考察したエッセイがある。少し引用し

弁を卒業したときだろうか？独立して事務所を構

い「事実」には意味がない…そう決めつけてしま

一言一言、同僚の弁護士や事務局に感謝の言葉を

てみる。

えたときだろうか？経営に四苦八苦するようになっ

わないだろうか。起こった出来事をあるがままに、

述べられた。私はそのときの彼の姿を一生忘れな

たときだろうか？

目をそらさずに受け止めることはできるだろうか。

いと思う。

≪ひとりの男が生まれ、老いて死んでいくまで

弁護士はトラブルを解決しなければならない。

のあいだには、さまざまな呼ばれ方をする時代を
くぐり抜けていくことになる。まず幼年期と呼ば

修習生のとき、卒業試験さえ通ればいいやとい

誤解を恐れずにいえば、この上なく面倒な仕事で

村上春樹の著書の中に「さよならを言うのは難

れる時代があり、やがて少年期に向かい、青年期

う考えで全くといっていいほど勉強しなかった。

ある。何十件、何百件、何千件とこなすようにな

しい」というテーマのエッセイがある。有名な探

を過ぎ、壮年期に入り、ついに老年期に到る。幼年、

だから教官の教えはほとんど覚えていない。しかし、

ると、倦むこともあるだろう。

偵 小 説の中の「さよならを言うのは、少しだけ死

少年、青年、壮年、老年。だが、人は何を基準に

一つだけ印象に残った言葉がある。「事実から目

「事実」はどこかに置き忘れられ、ただのルーチ

してこれらの時代を分けるのであろう。≫

をそらすな。」という言葉である。たしか検察教官

ンワークになってしまうのかも知れない。やがて

が最後の授業で言ったのだと思う。法律家の仕事

自分や事務所の行く末にだけ目を向けてしまうの

青年はいったいいつ青年でなくなるのだろう。最

は事件や事実を出発点として始まる。しかし法律

かも知れない。

近は壮年という言葉をあまり耳にしなくなった。

や判例ばかりを追いかけていると、肝心の事実そ

いつまでも瑞々しい好奇心を持ち続けることは

時だ。別れを告げたことの重みを、自分自身のこ

そのかわりに使われるのが中年という、どこかに

のものに目が向かなくなったり、都合のいいよう

難しい。しかし、それを失ったとき弁護士は青年

ととして実感したとき。でもだいたいの場合、そ

疲労感をにじませた言葉である。現代の青年は壮

に歪曲してしまうから気をつけろ…。そのときは

であることをやめるのだと思う。

こに行き着くまでには、あたりをひとまわりする

年にならずに中年になっていく。しかし、彼はいつ

そういう意味だと理解した。

≪とりわけ不思議なのは青年期というものである。

ぬことだ」という有名な台詞が題材である。著者
はいう。
≪僕らが本当に少し死ぬのは、自分が「さよなら」
を言ったという事実に、身体の真ん中で直面した

時間が必要になる…。≫

数年前、ある弁護士の追悼文集を友人らで発行

なぜこのような駄文を長々と書いたかというと、

著者は考察を重ね、やがて結論に至る。

したことがある。その中に彼の教官だった人が

ある老齢の弁護士のことが脳裏に浮かんだからだ。

≪人はいつ青年でなくなるのか。それは恐らく、

寄せた言葉が印象に残っている。うろ覚えなの

いつまでも青年のような人で、青年のまま弁護

青年であることをやめて中年になるのだろうか。≫

士を終えた人であった。

私は長尾先生に上手くさよならを告げられなかっ
たと思う。区切りを付けるまでにはひとまわりど
ころかふたまわりする時間が必要になると思う。

年齢でもなく結婚でもなく、彼が○○○○に○○

だが、≪どんな出来事でも、それがいかなる事

した時なのではあるまいか。…（中略）…○○○○

態を含んでいたとしても、いかに残酷で悲しみに

へ○○した瞬間に、彼は青年の次の時代に入って

満ちたものであっても、人はそれをそのまま受け

親と子以上に年の離れた私に対しても常に敬語

だと思う。だが彼の凛とした佇まいや静謐な空気

いく。そんな気がしてならないのだ。≫

止めることから始めなければならない、法曹の仕

であった。分からないことがあって質問にいくと

感のようなものは、私が弁護士として生きていく

事もまさにそうなのだ…≫といった文章だったと

嬉しそうに教えてくれた。依頼者の話を丁寧に辛

にあたって、遠くに見える灯台のように、いつま

思う。

抱強く聴く人だった。いつも背筋を伸ばして歩く

でも消えることのない指標になるんだと思う。

その基準は新鮮で成る程と思った（○○に興味
のある人は原典にあたってみて下さい。）。

2 人の教官が言いたかったことは、全く違うこ
前置きが長くなったが、弁護士にとっても、青
年と中年の境目のようなものがあると思う。

12

弁護士登録を抹消された後、奥様に付き添われ、

そうこうするうちに仄かな記憶になってしまうん

人だった。何よりも楽しそうに仕事をする人だった。

となのかも知れないが、私の中では同じ場所に大

そして絶対に手を抜かない人だった。長年の学者

切にしまわれている。

人生で研鑽されてきたことを実社会で実践できる
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刑 事 弁 護 活 動（主に犯罪者の資力との関係）
について
弁護士

相 対的貧困率
平成 23 年 7 月 13 日の京都新聞の朝刊によると、

公判の裁判の結果、執行猶予判決であれば刑務

もちろん、保釈した場合に罪証隠滅する恐れがあ

所に収容されない。この判断の一要素として、被

るようなケースでは認められない。また、保釈金

害弁償の有無が関係してくる。もちろん被害弁償

が用意できないと保釈は認められない。保釈金の

していないケースでも執行猶予判決はあるが、被

額は、犯罪の性質、情状、証拠の証明力、被告人

害弁償をしたケースよりも、実刑判決の可能性は

の性格・資産を考慮して、出頭を保証するに足り

高いと思われる。

る相当な額を裁判官が決定するが、保釈金の額と

5 懲役刑の刑期
■

しては 100 万円以上の割合が圧倒的に多い。貧困

実刑判決の場合、同種犯罪で、犯情等にあまり

（1）貧困や生活苦から犯される犯罪の典型的なも

で資力がないケースでは、50 万円とか 70 万円の

差がない被告人間では、被害弁償をした被告人は

のは、窃盗・強盗などの財産犯罪であるが、暴行

ケースもあるが、いずれにしろ保釈金の用意がで

被害弁償をしない被告人に比べると、刑期が短く

や傷害事件に貧困が関係しているケースもある。

きないと保釈請求はしたくてもできない。

なる傾向がある。被害回復ができているし、慰藉

厚生労働省の 2010 年国民生活基礎調査（概況）で、

（2）地獄の沙汰も金次第という言葉があるが、現

全国民の中で生活に苦しむ人の割合をしめす「相

世の刑事手続きの世界でもこの言葉が当てはまる

日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度を紹介し

方裁判所）段階で被害弁償金の用意ができなかっ

対的貧困率」が 2009 年は 16％となり、1985 年

といえる。すなわち、被疑者・被告人やその家族

ている。この制度は、予め同協会宛に保釈支援申

たケースで実刑判決になった場合、親族や知人な

以降の貧困率と比べても最悪の水準となったこと、

らに資産や収入があるか否かで、弁護人の弁護活

込書を提出しておいて、裁判所の保釈許可決定が

どの援助で被害弁償ができる可能性があるとき

子どもの貧困率も 15.7％と過去最悪の水準になっ

動や刑事手続き、判決などに影響をするのが現実

でたら同決定（写し）を送付して、保釈保証金相

には、とりあえず高等裁判所に控訴しておいて、

たと報道している。この理由について厚労省は「所

である。最近、弁護したケースを参考に考えたい。

当額を送金してもらう制度である。もちろん保釈

控訴審の判決までに被害弁償ができれば、一審

得の低い 65 歳以上の高齢者や非正規労働者の割

1 被害弁償と起訴猶予
■

金の立替手数料は必要で、現在の手数料は 2 か月

判決の刑期が短縮されることもある。

合が増えたため」と分析している。この厳しい傾向は、

警察に逮捕・勾留された被疑者の場合、弁護人

保釈金が用意できない被告人を弁護する場合、

した以上は当然であろう。このことから一審（地

間毎に 2.5 ％になっている。

今年 3 月の東日本大震災と福島第 1 原発事故の影響

は、被害者への被害弁償が出来るかを考える。そ

もあって今後も続くものと思われる。1 日も早く十

して、軽微な窃盗・傷害事件などで初犯の場合は、

分な震災復興対策が取られ、原発事故の終息と放射

被害弁償をしたうえで検察官に起訴猶予処分にす

1 万円未満）の判決を受けた場合において、納付

被告人は、実刑判決（懲役、禁固、勾留）の確定

能被害の発生防止策がとられることを祈っている。

るよう働きかけを行うことが多い。起訴猶予とは、

期日までに同金額を納付ができない人もいる。こ

により刑務所に収容される。刑の言い渡し時に保

検察官の判断で、公判請求（起訴申立）せずに釈

のような人に対しては、お金の代わりに体で支払

釈されていたときは、検察官の決めた出頭期日・

放してもらう制度で起訴猶予になれば早期に社会

うことになっている。これが労役場留置制度であ

場所（検察庁）に出頭する義務が生じる。このよ

復帰できる。

る。裁判所は、罰金・科料を言い渡す際には、必

うな刑の言い渡しを受けた者のために、弁護人と

2 保釈（保釈金と保釈保証金立替制度）
■

ず完納できない場合における留置の期間を定めて

して刑の執行停止や刑の執行延期の申立てをする

言い渡さなければならない。例えば「罰金 20 万円」

ことがある。

民 事事件
最近取り扱った民事事件としては、貧困や生活

3 罰金・科料の不完納者と労役場留置制度
■

刑 の 執 行 延 期 及 び 停止制度について

裁判所で罰金刑（1 万円以上）や科料（千円以上

苦が影響したと思われる事件が相対的に増加して

起訴されて被告人になった場合、身柄を勾留さ

おり、この数年来の傾向として、自己破産の申立

れて拘置所に拘束されたまま裁判を受けることに

を言い渡す場合に、完納できない場合の留置期間

それは病気で入院治療中や通院中などで、刑の

事件、債務整理（任意整理）事件、過払金返還請

なる。この段階で弁護人は、保釈請求して、被告

を 40 日間として、1 日の労役場留置を 5,000 円

執行によって、著しく健康を害するとき、又は生

求事件、連帯保証債務履行請求事件、離婚請求事

人を拘置所から釈放させて在宅で裁判を受ける方

と計算して宣告する。このケースでは 40 日間労

命を保つことのできない虞があるとき、年齢 70

件、家賃不払事件などが多くあり、解雇に関係す

法を考える。起訴後、一審判決があるまで最短で

役場に入れば 20 万円の罰金を完納したことにな

歳以上のとき、刑の執行によって回復することが

る事件などもある。

も 40 日前後かかる（但し、裁判員裁判対象事件

る制度である。貧しくて罰金刑が払えない人が求

できない不利益を生ずる虞があるときなどの一定

は除く。）、証人尋問等を実施すればさらに長期に

職活動をしても就職先が見つかる保証はないこと

の重大な事由があるときである（刑の執行停止の

なる。だから保釈されるかどうかは被告人や家族

から、やむなく労役場に入所する人も多い。

決定は、検察官の裁量的判断である。）。

にとって重大関心事であるので弁護人としては、

4 執行猶予判決
■

刑 事事件と貧困との関係

14

大槻 純生

何とか保釈請求して保釈許可を取りたいと考える。

執行停止が認められない場合でも、一定期間の

15

執行延期が認められることがある。検査入院予定

民活刑務所と言われている。同様の施設は、兵庫

とか、病気治療のための入院などのケースである。

県加古川市、栃木県さくら市、島根県浜田市など
にもできている。近年増加する刑事犯への対応か

社 会復帰促進センターについて

ら、刑務所が定員を超えた過剰収容になっている
現実から出来た施設である。犯罪傾向の進んでい

これは貧困とは直接関係がないが、同センター

ない受刑者（主に初犯者）を収容している。その

を出た人を弁護したが、これは刑務所の名前は用

中には身体障害を有する者や、精神・知的障害を

いていないが、刑務所（矯正施設）である。通常

有する者など特別なケアを要する者も含まれてい

の刑務所と違って国が全面的に管理するのでなく、

る。受刑者処遇に民間資本が参加することによる

半官半民の施設で、2007 年 5 月に日本で初めて

問題点も指摘されているが、いずれにしろ刑務所

山口県美祢市に PFI 方式（民間資金活用による社

のあり様も時代の変化・要請によって変化してい

会資本整備の略）により設置された刑務所であり

くものである。

当事務所に在籍しておりました長尾治助弁護士が、病気療養中のところ
去る 4 月 6 日に永眠されました。所員一同、深い哀しみに言葉もありません。
ご遺族様には心よりお悔やみ申し上げるとともに、ここに先生のご生前の
ご遺徳を偲び、心からご冥福をお祈り申し上げます。
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