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司法アクセス研究会講演概要（2019年 11 月 7日） 

  

法テラスの課題-市民の目線から- 

坂本 かよみ（元法テラス理事） 

  

 

本日は、非法曹の立場で法テラスに関わった私の感想を述べる機会を頂きまして、あり

がとうございます。 

私は、平成 26年 4月 10日から 30年 4月 9日までの４年間を法テラス理事として働かせ

て頂きました。法曹が多い中で非法曹の立場で仕事をすることは困難に思うこともたくさ

んあり、成果を問われると恥ずかしい限りでございますが、その分、市民の目線でみるこ

とで法曹との違いを感じ、法テラスのさまざまな課題が見えてきたと言えるかもしれませ

ん。 

本日は、法曹界のルールや利害関係、予算などへの配慮はあえてしないで、一般市民の

目線で見た素直な気持ちをお話しさせて頂きたいと思っております。法曹界の方々には「的

外れで、わかってないな」とか「実現不可能なことだ」と思われる点も多々あることは承

知の上でお話をさせて頂きます。 

なお、法テラスの事業は多岐にわたりますが、本日は私が担当していた情報提供業務を

中心にお話をさせて頂きます。「釈迦に説法」とは思いますが、お気軽に聞いて頂ければ

ありがたく存じます。 

 

１ 法テラスの運営理念と成果 

（1）法テラスの運営理念 

今日は、私が一番大事に思っていた法テラスの運営理念を軸にして話を進めさせて頂き

たいと思っておりますので、まず法テラス運営理念を読み上げさせて頂きます。「法テラ

ス運営理念」には、「私たちは、司法が個人の尊重を基礎に自由で公正な社会を築くため

の礎であることを深く認識し、すべての人と司法を結ぶ懸け橋として、だれもが、いつで

も、どこでも、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実

現を目指します。」とあります。大変崇高で深い意味のある素晴らしい理念だと思います。 

さて、法テラス設立から 13年が経過した現在、この運営理念がどの程度成果を上げてい

るかが問われており、以下、私の考えをお伝えさせて頂きます。 

 

（2）法テラスの成果 

法テラスの成果を表す公式なものとして、認知度調査があります。平成 30年度版法テラ

ス白書によると、なんらかの形で法テラスを知っているという人は 58.0%と前年比 3.1%増

で過去最高になっています。一方で認知媒体に着目すると、テレビやラジオ、新聞、地方

公共団体の窓口や広報誌、インターネット、家族や友人・知人、弁護士や司法書士、学校

関係など、さまざまなツールから法テラスに導かれています。そうしたツールを利用する

ことができない高齢者や障害者などは、福祉との連携による司法ソーシャルワークの事業
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によって、埋もれていた問題を浮かび上がらせることができるようになっています。この

ように、法テラスを知らない人でも、法テラスに導かれる環境が整っていることが伺えま

す。 

民事法律扶助事業では、法律扶助協会時代と比較（平成 17年度と平成 29年度）すると、

法律相談援助は約３倍、代理援助は約２倍となっており、生活困窮者の法律扶助支援は格

段に増えています。 

今後もさらに認知度を上げていくことが課題になっていると思いますが、私は司法制度

改革によって市民の司法アクセスは格段に良くなり、13年間の法テラスの成果は大変大き

いものがあると理解しています。また、社会的な評価も同様であると思っております。 

 

２ 法テラス設立によって司法は身近に感じられるようになったか 

司法アクセスの制度が整ったことで、法テラス運営理念がいう「だれでも、いつでも、

どこでも法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会」がどこま

で進んでいるのか考えてみたいと思います。 

私は、「法テラス運営理念は達成されたか？」と問われると「否」と答えます。 

法テラス運営理念の真の意味は、トラブルが起きたときに安心して、法律専門家に相談

したり裁判を利用できるような、市民にとって司法の垣根が低くなった状況をいうことだ

と思われ、現状の市民の意識はそこまで達していないと考えるからです。 

私は、法テラスに在任中、タクシーに乗る機会があるときは運転手さんに「法テラスを

知っている？」と聞いていました。飲食店などの店員さんに聞くこともありました。タク

シーの運転手さんは五分五分、飲食店などの方は知らない人が多かったと記憶しています。

私の身近な友人や知人、近所の人などの場合は、「法テラスは扶助の手助けをするところ」

という理解であったり、情報提供業務があることは知らないとか、そもそも「法テラスっ

てなに?」という人もいます。私の故郷（中国地方）では高齢者が多いせいかも知れません

が、ほとんどの人が知らないという返事でした。 

このように、困ったことが起きたときに、まず法テラスに電話をして「解決のための情

報を得たい」とか、「抱えている問題を法律専門家に相談して解決したい」という行動を

起こす市民は必ずしも多くないと思われます。つまり、司法アクセスの制度ができていて

も、法的な問題であるかどうかもわからず解決されないまま埋れている問題が沢山あるの

ではないだろうかと考えるのです。 

 

３ 市民が司法を身近に感じられない要因 

では、なぜ、市民は司法を身近に感じられないのでしょうか？ 市民、法曹関係者、法

テラス、それぞれについて障害になっていると思われる点について、私の考えをお話させ

て頂きます。 

（1）市民側の問題点 

まず、日常生活で起きるトラブルを法的に解決するという意識が低いという問題がある

ように感じます。いまも「裁判沙汰」という言葉を聞くことがあります。争うことをよし

としない共同体の意識が私たち市民の中には根強く残っているように感じるのです。その



 3 

ために、裁判を起こしたり弁護士に依頼して法律の争いをしている人に対して「問題を起

こした人」という悪いイメージを持つ傾向もあるように感じられます。 

また、吉岡すずか桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授による「困りごと解決行動パ

ターン」の調査結果（総合法律支援論叢第 9号に掲載）によると、法律問題の相談先とし

て市民は、インターネットで情報を収集したり、家族や友人、知人など身近な人に相談し

て情報を得ており、弁護士や司法書士などの法律専門家への相談はその後の選択になって

います。また、法律専門家に相談する時に心配することは、「費用がどのくらいかかるか

わからない」「時間がかかりそう」「のぞむ結果になるかわからない」「弁護士や司法書

士の選び方がわからない」などとなっています。この調査結果からも、市民が法律専門家

に相談することには、さまざまな不安があることが伺えます。 

いま日本社会は、外国人労働者をはじめ在留する外国人数が急増しており、さまざまな

文化的背景を持つ多様な生き方や考え方が存在する社会になっています。こうした社会で

は、紛争を解決するために法律を活用することがより重要になっていると思われ、多様な

市民が司法を身近に感じ活用できるようになることが、今まで以上に求められていると思

います。 

 

（2）法曹界（特に弁護士を中心）の課題 

私は法テラス在任中に、法律は社会を動かす基軸であり、公平で公正な社会のために法

曹関係者が果たす役割が大きいということを改めて認識しました。 

しかし一方で、法律専門家の中には、崇高な役割とは裏腹に法律至上主義の考えを強く

持ちすぎて、自らが司法の壁を高くして、市民が日常生活で感じる気持ちや意見を聞かず

にコミュニケーション不足のまま、トラブルを解決しようとする人もいるように感じます。 

例えば、一般市民には理解ができないような難しい回答をしたり、依頼者が自分の思い

や考えを伝えても「そんなことは関係ない」とか「聞いたことだけに答えて」などの威圧

的な言動がされていることなどです。威圧的な言動は、法テラスの職員に対してもなされ

ることがあると聞いたことがあります。依頼者からの連絡を放置するなど法テラスの信用

を失墜するような対応もあるようです。こうした法律専門家の意識や行動が、市民にとっ

て司法を身近に感じられない要因の一つになっていると感じるのです。 

他方、複数の弁護士さんから「少しは威厳のある対応をみせないと、依頼者が軽く考え

てしまい、適正な報酬額について争いになることもある」という話を伺ったこともあり、

弁護士業の大変さを感じました。また、私は、寝る間を惜しんで弱者保護の弁護活動を行

っている弁護士の活動をたくさんみていますので、一部の弁護士（司法書士も）によって

マイナスのイメージがあることを本当に残念に思います。 

 

（3）法テラスの課題 

 法テラスの課題の中で、私が最も重く受け止めたのが職員の働き方についてです。以下

は、私が感じた課題をお話させて頂きます。 



 4 

新たな法律や政策的な事業が生まれると、それに伴い法テラスの業務が増え続けている

と感じました。正職員数（平成 31年 3月 31日現在 930人、スタッフ弁護士を含む）で足

りないところは、非常勤職員を補充し対応しています。 

法テラスは、東京に本部を設置し、仙台にコールセンター、全国 50か所に地方事務所、

支部 11か所・出張所 10か所・地域事務所 39か所（平成 31年 3月 31日時点）を設けて、

法による紛争解決をサポートする情報やサービスを全国で提供する組織です。事業内容と

して、情報提供業務、民事法律扶助業務、国選弁護等関連事業、司法過疎対策と常勤弁護

士業務（以下、スタッフ弁護士）、犯罪被害者支援事業、いわゆる法テラス震災特例法の

事業、その他受託事業と幅広く担っています。このように数多くの事業を、各地方事務所

が少人数で担わざるを得ない状況があり、本部も地方事務所も事務をこなすことだけで精

一杯になっていると感じました。 

更に、事務の進め方では、全国統一の基準で行う必要性から、地方事務所に発信される

事務文書が必然的に多くなっており、地方事務所はその事務文書を読み解くのに相当の時

間を費やし、その上で実務を進めていかなければならないため、地方事務所の職員は大変

だと思いました。事務局長の立場は一層深刻で、仕事の進行管理や本部との連絡調整など

の本来業務の他に、人手不足のために自らが走り回らないといけない状況があり、責任と

負担の大きさに胸が痛みました。 

以上のことから、職員が法テラスの理念や意義を感じながら業務をこなすことが困難な

状況にあると感じました。特に、情報提供業務については専任の常勤職員が配置されてお

らず、国選弁護等関連業務や他の業務と兼務する地方事務所が多く、情報提供業務に力を

注ぐことが難しいと感じ、残念な気持ちになりました。 

次に、法テラスの事業の多くが、法律専門家が主たる業務を担い、職員はその制度をス

ムーズに運用する立場にあるため定型的な業務になりがちで、職員が仕事に対するやり甲

斐を見出すことが難しい面があるのではないかと心配になりました。法テラスの職員は、

福祉的な精神も兼ね備えた総合的な能力の高さがあり、そのレベルの高さに敬意を抱きま

したが、一方で、この優秀な職員たちが、高いモラルを持ち続けられるかという不安を感

じることもありました。 

私がもう一つ心配になったのは、市民にとって利用しやすい法テラスになるように職員

が市民と司法の橋渡し役を果たしきれていないように感じたことです。その例として、法

律に関する業務を行っているため日常的に法律専門家との関わりが深くなり、次第に一般

市民としての感覚が薄れがちになっているように感じることがありました。 

 

４ 市民が利用しやすい法テラスを目指して（提案） 

（1）広報活動の強化、市民生活に法律を根付かせるために 

① 法テラス 110 番事業の継続実施 

法テラスは、平成 28年９月 30日に設立 10周年記念として「高齢者、障害者のため

の全国一斉 110番」事業を行いました。 

東京地方事務所の会議室に法テラススタッフ弁護士（20名くらい？）が一同に介し、

また全国のスタッフ弁護士も同時間帯に相談を受けるという体制を組み開催しました。
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総受付件数は 142件でした。この事業は、私が評価委員時代から実施を提案し続けてお

りましたが、予想どおりの大盛況でした。 

市民は日常生活でさまざまなトラブルを抱えており、トラブルの経験がない人はほと

んどいないと思います。その困りごとに弁護士や司法書士が話を聞いてくれて解決のア

ドバイスをくれる 110番事業があれば、解決されないまま埋もれている法的問題の掘り

起こしになると考えます。 

こうした事業が定期的に行われることによって、市民が司法を身近に感じる道につな

がると思われ、更には法テラスの認知度も上がり、職員とスタッフ弁護士の連携強化も

深まるという、二重にも三重にも効果があると考えます。弁護士会との調整や、職員の

オーバーワークになる懸念などの問題があり継続することは叶いませんでしたが、こう

した問題点を解決して継続実施されることを願っています。 

この他、広報活動の強化として、在留外国人が急増する社会に対応する情報提供のあ

り方として、ホームページの多言語化が必要ではないだろうかということも考えました。 

② 法教育の充実 

私は、法テラスの評価委員をさせて頂いていた時期に、スタッフ弁護士が行う夜間の

高等学校の生徒向け法教育を見学させて頂いたことがあります。「アルバイトも有給休

暇がある」という話を聞いた若者の目が輝いていたことを、今でも思い出すことがあり

ます。スタッフ弁護士の地道な法教育の活動に敬意を感じるとともに、こうした法教育

がもっと広がることを強く願いました。 

平成 30年度の「業務実績報告書」によると、一般市民に向けた法教育回数は 148 回、

対象者数 6,828人となっています。評価委員の評価は A評価であり法テラス事業の中で

事業効果が高いことが伺えます。 

一方で、市民の側に立って考えると、法律を身近に感じられるとは言えない状況があ

り、一層の法教育が求められていると考えます。 

法教育の重要性に鑑みて、一般市民向けに「法テラス出前法教育」などと銘打って、

いつでも誰でも法教育を受けられるような体制を作って欲しいと願います。例えば、市

民生活の中に法律があるということを実感できるような事例をまとめたマニュアルを作

成し、スタッフ弁護士だけでなく、職員や情報提供専門職員（非常勤）なども法教育が

できるようにすることです。地方事務所の会議室で定期的な法教育教室を開くこともア

イデアとして提案いたします。 

更に、スタッフ弁護士による法教育の実績を事例集にまとめて、法テラスの財産にす

ることができたら良いのにと思って提案したことがあります。一歩進めて、成人年齢 18

歳を見据え、その事例集の中から特に若者が身近に感じると思われる事例を要約して、

ポケット型冊子（B５版）を作成し関係機関に配布したり、可能なら一般販売することを

検討できないかなど、考えていました。在留外国人の子供が増えていることに鑑み、そ

の冊子が多言語版になるとなお良いと思いました。 

また、法律専門家には、受任した個々の事件をとおして法教育的な役割を果たして欲し

いという思いもあります。具体的には、個々の事件ごとに、どのような法的な問題があ

るかなどを市民に分かりやすく説明して、市民が自分のトラブルから法律を学ぶことが
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できるようにする方法です。法律専門家がそうした対応をすることによって、市民と司

法の垣根が低くなっていくと思います。 

 

（2）市民から信頼される法テラスのために 

① 法律扶助事業の担い手である弁護士・司法書士について 

民事法律扶助を利用する市民が、その担い手である弁護士や司法書士の対応に苦情を持

つことは、法テラスの信頼を左右する重要な課題だと思います。苦情トラブルを無くすた

めの抜本的な対策を行うことが求められていると思います。 

具体的な対策として、弁護士・司法書士に対する苦情受付窓口を分かりやすく表示する

ことや、法律相談や民事法律扶助を受けた人からアンケートをとるなどの体制を作り、法

テラスの信頼を損ねるような言動を把握して改善に結びつけるという提案をいたします。

また、法律専門家が見ることができる内部のポータルサイトに、「警告」表示（ピカピカ

と目立つ表示をする）をしたり、「今週の注意点」などの表示をして、それを見る弁護士

や司法書士が、客観的に自分の仕事を見直すきっかけになれるような仕組みを作ることも

改善につながると思いました。 

依頼者を見下すような言動や依頼者からの連絡を放置するような倫理に反する行動につ

いては、弁護士会や司法書士会と法テラスが連携を強化して、信頼される弁護活動に向け

た対策を講じて欲しいと願っています。 

市民にとって弁護士や司法書士は、最も身近で頼りになるべき法律の専門家です。市民

と法律専門家との距離がもっと近くなることを願わずにはいられません。 

② 情報提供業務を法テラスの核に 

私は、情報提供業務が法テラスの要であると思っております。その理由は、司法制度改

革の中で生まれた事業であり、情報提供業務が最も幅広い層を対象に行う事業として国民

の司法アクセスを実現する入り口の事業であると思うからです。老若男女全ての市民がコ

ールセンターや地方事務所で法的情報を得られ、そこからトラブルの解決を希望する場合

は弁護士や司法書士、専門機関などの案内がされています。また、経済的弱者のための民

事法律扶助にもつながります。 

あまねく全国の人々に法の光を届けるために、情報提供業務が法テラスのさまざまな事

業をつなぐハブ機能としての役割を果たすことが大切だと考えるのです。そのためにも、

情報提供業務を担う正職員と情報提供専門職員の常勤化が必須だと思いました。 

③ 情報提供専門職員も司法ソーシャルワークを担う  

法テラスの情報提供業務は、コールセンターと地方事務所の役割分担として、地方事務

所では、情報提供専門職員が福祉機関などの関係機関とのネットワーク作りを担当し、法

的問題以外の生活上の問題を抱えている方々を自立支援機関や地域包括支援センターなど

に取り次ぐ業務を担っています。 
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私は、こうした事業を一歩進めて、情報提供専門職員が司法ソーシャルワークの窓口業

務を担い、福祉機関などからの問い合わせ（相談）を受けた時、法的な手続きで解決でき

る案件とそうでない案件を仕分けして、例えば、消費者問題や精神的な心の悩みごと、簡

単な法的助言で解決できる案件などは、他の機関に取り次ぐだけでなく情報提供専門職員

が主体的に問題の解決を図ることができないかと考えました。そして、法律専門家に引き

継ぐ必要がある案件は、スタッフ弁護士やジュデュケア弁護士に引き継ぎます。このよう

な手厚い対応をすることによって、福祉機関などから情報提供専門職員への信頼が深まり、

司法ソーシャルワークの裾野が広がっていくと思いました。 

このためには、情報提供専門職員に一定の法的な知識が必要となりますが、例えば、ス

タッフ弁護士による法律勉強会を定期的に実施することなどにより、法的知識を習得でき

ると考えられます。余談ですが、私が法テラス在任中に佐賀地方事務所を訪問させて頂い

た際、当時のスタッフ弁護士が定期的に情報提供専門職員に法律勉強会を行っているとい

う話を伺い、こうした取組が全国で行われると法テラスの情報提供業務は一層充実するだ

ろうと思ったものです。このほか、仙台のコールセンターで電話対応をする非常勤職員に

対して、法的な知識を習得する研修を短期間で行い、効果があったことも参考になると思

います。 

情報提供専門職員によって一般のジュディケア弁護士に取り次ぐ案件も増えてくると思

われ、その際は、ジュディケア弁護士の弁護活動に支障をきたすことがないように、例え

ば時間を要する対応困難案件などはスタッフ弁護士に取り次ぐなどの配慮が必要だと思い

ます。現在、法テラスでは司法ソーシャルワークの取組に力を入れていると思われ、さま

ざまなアイデアの一つとして提案を致します。 

 

（3）法テラスが輝き続けるために 

①法テラスの運営理念を確認しながら働く 

職員が働く上で大切なことは、法テラスは社会のセーフティネットとして大変重要な機

関であるということを理解し、法テラスの仕事に誇りを持って前向きに取り組むことだと

思います。法テラス在任中は、職員の皆さんに、厳しい環境の中でも法テラスに就職した

当時の初心を忘れず「法テラスの理念」を常に確認しながら仕事に当たって欲しいと、言

い続けてきました。 

私は、自分の職業人生をとおして、職員に活力があってこそ事業の効果が大きくなると

いうことを実感しましたので、法テラスの職員がやり甲斐を持って働くことができる環境

になることを心から願っております。 

②仕事をしやすい環境作り 

そこで、まずできるだけ地方事務所の職員が創意工夫して仕事に取り組むことができる

ように、広報活動や法教育事業などの独自のカラーを出せる分野は、地方事務所決済で進

められるルールを作って、本部のチェックを最小限にした事業展開ができるようにして欲

しいと思いました。全国統一にしなければならない事業については、本部から地方事務所

に発信する事務連絡などは、できるだけ電話対応でフォローできる体制を作ったり、出張

相談も組み込んで本部と地方事務所が一体となって事務遂行ができるといいなと思いまし
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た。本部は、地方事務所の職員が働きやすい環境づくりを下支えする役割があるという意

識を持って、地方事務所の声を大事にして仕事をして欲しいと思いました。 

私が在任中、いくつかの地方事務所の事務局長が自主的に集まって仕事の問題や悩みを

共有しているという話を聞いたことがあり、そこで、いくつかの地方事務所をブロックに

して、定期的に交流できるような組織的な仕組みができると良いと思いました。 

若い職員が法テラスで働く意義を持ち続けられるように、秘密厳守で仕事の悩みを聞き

応援できるように職員相談室を創設することも大切ではないかと思いました。 

職員の働き方改革については、板東理事長のもとで着々と進められていることと思いま

すが、幹部職員と一般職員が一体になってより良い職場環境を作って欲しいと願います。 

③職員は市民と司法をつなぐ架け橋の役割がある 

法テラス職員の重要な役割として、市民にとって司法の垣根が低くなるように、法曹関

係者と市民の橋渡し役を担うことが求められていると思います。市民目線を磨き、「法律

を知らない人に理解できるか？」「どうしたら市民が利用しやすいか？」「わかりやすく

平易な文書になっているか？」などの疑問を持って仕事をチェックし、市民の代弁者にな

って、法曹関係者に市民が求める法テラスのあり方を伝えて欲しいと思います。 

そして、職員がこのような役割を果たすためには、法テラスがプロパーの職員中心の組

織になることが望ましいと思いました。 

④職員の研修・研究制度を創設 

法テラスの事業をさらに充実させるためには、「国内の様々なセーフティネット機関の

調査・研究」事業が創設されることも必要だと思いました。また、諸外国の司法アクセス

の実情を調査・研究することも大切なことではないだろうかと思いました。 

調査・研究事業は、日々の業務には直接役に立つ事業ではないですが、法テラスの存在

意義を高めるとともに、職員の資質を高めることにもなると考えます。 

 

５ 終わりに 

最後になりますが、私は法テラスで働く機会を頂いたことによって、市民と司法をつな

ぐ役割を果たす法テラスが大変重要な機関であることを強く認識しました。 

現在の法テラスにはさまざまな課題がありますが、私は在任中によく「法テラスは誕生

して 10年（当時）、人間に例えれば小学生の成長過程の時期であり、課題があるのは当た

り前。人間が困難を乗り越えて成長して行くように、法テラスも課題を改善しながら年を

重ねて、より良い法テラスに育って行くのだろう。」と思ったものです。実際に、法テラ

スの課題を克服するために骨身を削って頑張っておられる法曹界の方々や職員の皆さんの

姿を目の当たりにしてきましたので、法テラスが市民にとってより良い組織に成長すると

確信を持っていました。 

法テラスに関わる皆様の努力が実り、自由で公正な社会を築くための司法アクセスの拠

点である法テラスが更なる発展をすることを願って、私の話を終わります。ありがとうご

ざいました。（了） 


