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謹んで新春のお祝詞を申し上げます

弁護士法人 みやこ法律事務所

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 ／ 弁護士 粟野  浩之 ／ 弁護士 知花 鷹一朗

　旧年中は皆様方にひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠に有り難く御礼申し上げます。

　昨年は、「じぇじぇじぇ！」、「今でしょ！」、「倍返しだ！」など、例年に比べて沢山の流行語が
誕生しました。流行語は景気の動向と関係し、景気が上向くと流行語が数多く生まれるとか。

　ご存じのとおり、2020年オリンピック・パラリンピックの開催地は、東京に決まり
ました。本年は、ブラジルワールドカップも開かれます。日本を代表する選手たちの活躍が
今から楽しみです。

　われわれ所員一同も、この機運に乗り遅れないよう、明るく前向きに、一層の研鑽に務める
所存でございます。今後とも益々のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

弁護士  知花 鷹一朗

　この度、平成26年1月より、弁護士法人みや

こ法律事務所で弁護士として勤めさせていただく

ことになりました。

　以下、略歴です。出身は沖縄で、そのまま高校

まで沖縄で過ごし、仙台の東北大学法学部を平成

22年に卒業し、東京の中央大学法科大学院に進

学し、平成24年に卒業後、同年司法試験に合格し、

ここ京都で1年間の研修を経て、現在に至ります。

　大学までは法学部とは名ばかりで、部活とアル

バイトで日々を過ごしていたため、法律のことは

さっぱりでした。ただ漠然と法曹へのあこがれか

ら、法科大学院への進学を決意し、1度進学に失

敗し、2度目の受験で中大に合格することができ

ました。このときあたりから、もう後戻りはでき

ないということをひしひしと感じ始め、法律を本

格的に学ぶようになりました。

　法律をしっかりと学ぶにつれて、私の法律に対

する視点はガラリと変わりました。

　法律というのは、その条文だけで正しい結論が

導かれないということがたびたび生じます。法が

つくられた時代から幾年月が経過して、技術が進

歩し、価値観が変化して、法が予定していなかっ

た事態が生じたり、そうでなくても悪人は法律の

抜け穴を日々さがします。

　それでも、本来守られるべき人が守られるため

に、裁判官、検察官そして弁護士と、三者立場を

違えど、「守るべきは誰なのか」という共通の正

義を目標に、日々、法の解釈・運用を探求してい

ます。私が法科大学院、そして京都での一年の研

修で学んできたことは、そんな偉大な先人たちの

研鑽の賜物でした。

　今、私は、僭越ながらも弁護士という立場に就

くことができました。私が見てきた偉大な先人達

と同様、本来守られるべき人が正しく守られるよ

うにする、そういう弁護士を目指していきたいと

思っています。

　

　かけだしの弁護士ではありますが、「弁護士」

という肩書を背負う以上は、一年目もベテランも

同様に職責を背負うということを肝に銘じて、諸

先輩方の背を追いかけて頑張っていく所存ですの

で、今後ともよろしくお願いいたします。

ごあいさつ
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弁護士  橋本 皇玄

1 保険商品は複雑である。生命保険、医療保険、

火災保険など多種多様で非常に複雑になってきて

いる。今日、補償内容に関し、保険会社の社員や

代理店でもスパッと説明できない位に複雑になっ

てきている。その中でも、自動車保険はどこの会

社も同じようで単純であった。自動車事故に関す

る賠償責任保険であって、自分が運転している自

動車で事故を起こし、法律上の賠償責任が発生し

た場合（だから自損事故やもらい事故の場合は含

まれない）、その損害を填補するために保険金が

支払われるというもので、基本は明快である。但

し、保険が掛けてある自動車の自損事故やもらい

事故による車両の損害は車両保険で填補される。

もっとも、私が弁護士に成り立ての頃、この程度

のことも分かっていなかった。

2 しかし、この自動車保険も、近時、非常に複

雑になってきている。この複雑さ故に、本来、保

険で填補される損害であるのにこれを知らないで

補償を受けなかったという例もあり、そんなこと

のないように注意が必要である。

3 今では、自動車を購入して保険に加入しよう

とすれば、対人保険とか対物保険とか個別の保険

に入るのではなく、ほとんどセットになっていて、

更にこれにオプション（特約）を付けるのが普通

になっている。つまり、外食する際に、牛丼か

うどんを別々に頼むのではなく、牛丼・うどん・

味噌汁・卵といった定食（セットメニュー）となっ

ていて、セットで頼んだ方が安くなるシステムメ

ニューとなっている。メニューもほとんど商品を

売る方が決めている。

4 例えば、対人・対物保険に車両保険・搭乗者

傷害保険・自損事故保険・無保険車傷害保険等が

セットメニューとなっている。しかし、何年か前

から、これに人身傷害保険がセットされるように

なった。この保険は、加害者のための保険である

損害保険という枠組みを超えた新規な商品という

ことができる。他面、この保険商品は、解釈や利

用方法で争いがある複雑な商品でもある。にも関

わらず、この保険商品の付帯率は、自動車保険加

入者の80％を超えているというから凄い。知っ

てか知らないでか自分が加入している自動車保険

に付保されていると考えてよい。

1 そこで、自動車事故、いやそれ以外の事故に

際し、この人身傷害保険と個人賠償特約のことを

思い出そう。複雑な議論は専門家に任せておいて、

内容を簡単に説明してみる。

① 例えば、Aさんが追突事故を起こした際の、

被害者の車両や同乗者の怪我の弁償などの賠

償金は、通常の対物、対人保険でまかなえる。

逆に、自分の車両が追突されて、自分や同乗

の家族が怪我を負った場合、その家族（例えば

妻と子）の怪我の弁償などの賠償金について、

追突した加害者に対して請求できるだけでな

く、Aさんが加入していた保険会社に対して

も請求できる。その結果、相手方が無保険車

の場合（不景気下では多い）でも、Aさんらは

補償を受けられる。

② その事故が交差点での出合い頭での事故など

の様に、Aさんの運転にかなりの過失があっ

た場合、通常は、加害者側から過失相殺とし

て過失割合○○％は減額請求される（従って、

治療費も過失割合分は自己負担となる。）。し

かし、人身傷害保険では過失割合分の減額は

されない。また、Aさんが自損事故で受傷し

た場合（相手からも弁済されない、自賠もない）

でも人身傷害の補償を受ける。

③ 更に、交通事故に限らず、Aさんの車両の運

行中であれば、落下物や火災又は爆発による

損害、更にその際に同乗していた配偶者や子

供の怪我であっても賠償金が前記保険で支払

われる。

④ 更に更に、Aさんの車両の運行中でなく、他

人の車両（その自動車が人身傷害保険の契約自

動車でなくても）に同乗中の事故や、全く自動

車に乗っていない場合の事故、例えば、歩行

中や自転車走行中の交通事故による被害弁償

も一般に補償される。歩行者が保険契約者で

なくても、家族の誰かが人身傷害保険に入っ

ていれば補償される。

2 もっとも、人身傷害保険は、この様に幅広い

補償を受けるだけに、保険料との関係で、人傷保

険金限度額（アマウント額）の無制限はあまり勧

められず、3,000万円～7,000万円を限度とする

ものが多い。（対人賠償保険では限度額のある商

品もあるが、代理店などから無制限の商品が勧め

られ、これに加入している人が多い。）。更に、損

害賠償の基準が通常の裁判にて認容される裁判基

準ではなく、当該保険会社が定める査定基準に

よっている。例えば、後遺障害○級の慰謝料は○

○円といった具合に基準が定められている。

3 その他、個人賠償特約がセットされていると、

契約者や家族のものが自動車事故でなく、日常生

活に起因する事故で、例えば、Aさんが自転車で

他人を怪我させたり、Aさんの飼い犬が他人を怪

我させたり、Aさんの子供が他人のものを壊した

り、怪我をさせて、法律上の賠償責任を負う場合

について、その損害を填補してもらえる。

4 但し、これら保険商品には、保険金支払い条

件や免責事項等もあり、その辺は保険会社や代理

店に確かめておく必要がある。自分が交通事故を

起こした場合は、通常、自分の車両に加入してい

る保険会社へ連絡するので、種々、相談できるも

のの、自分が被害にあったり、交通事故以外の事

故に遭遇した等の場合は、保険会社に連絡しない

結果、本来利用できる自動車保険を利用しないま

まで終わってしまうこともあるので注意を要す

る。自動車保険のチョットした知識は確認してお

き、よく分からないままでも保険会社や代理店に

連絡して相談しておくことがよいと思われる。

保険商品の複雑性

知っておこう人身傷害保険と個人賠償特約

自動車保険のチョットした知識
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弁護士  粟野 浩之

　去る年9月23日、淡路島ロングライド150に

参加してきました。6月にロードバイクに乗り始

めてから初のイベント参加です。

　

　淡路島ロングライド150は自転車で淡路島1周

約150キロを走るロングライドイベントです。制

限時間は10時間、参加人数は約2,000人です。

途中4箇所のエイドステーション（AS）があり、

各ASでは、おにぎり、飲み物のほかに地元の振

る舞い品が提供されます。淡路島特産のタマネギ

を使ったタマネギスープも振る舞われるとのことで

す。

　前日の9月22日、車にロードバイクを積んで

淡路島入りしました。受付がイベント前日だけな

のに加え、イベント当日の集合時間が午前5時か

ら午前5時50分の間なので当日入りはちょっと

考えられませんでした。スタート会場近くのホテ

ルにチェックインした後、スタート会場である国

営明石海峡公園まで歩いて行き、受付を済ませま

した。スタート会場では前夜祭と合わせてB級グ

ルメを集めた「ご当地グルメフェスタ」が行われ

ていました。「ご当地グルメフェスタ」で遅い昼

食をと思ったのですが、一足遅かったようで、目

当てにしていた「淡路島牛丼」と「淡路島たまねぎ

バーガー」はすでに完売。最後の数個が残ってい

た「元祖肉巻き」をかろうじて確保することがで

きました。もちろんビールも確保。天気は快晴で

海が近くて景色も最高。こんな天気の良い日に昼

間から海を見ながらビールを飲むなんて、それだ

けでこのイベントに参加した甲斐がありました。

そんな幸せな気分で、会場に出されたブースを見

て回ったり、じゃんけん大会に参加したり（もち

ろん勝てませんでしたが）、のんびりと過ごしま

した。

　夜、宿泊先のホテルで、W弁護士と軽くミーティ

ング。もともと、私はひとりで参加するつもりだっ

たのですが、昨年も本イベントに参加していたW

弁護士もエントリーしていたことがわかり、一緒

に走ろうかということになっていました。翌日の

集合場所、時間を簡単に確認し、早々と眠りにつ

きました。

　イベント当日、午前4時に起きて、ものすごく

早い朝食をとりました。朝食を済ませ、地下駐車

場の車に向かいます。車からロードバイクを降ろ

し、バイクのセッティングなど出発の準備を終え、

W弁護士と合流。まだ薄暗い中、スタート集合会

場へ出発しました。

　スタート集合会場には午前5時30分ころに到

着。すでにたくさんの参加者が整列していました。

皆さん、派手なサイクルジャージを身にまとい、

いかにも速そうな雰囲気を醸し出しています。ス

カイプロサイクリング、モビスターなど2013年

のツールドフランス100回大会で活躍したチーム

のレプリカジャージを着ている人もいます。マイ

ヨジョーヌ（ツールドフランスの個人総合1位の

選手に与えられる黄色のリーダージャージ）を着

ている人もいました。白黒2色の私のジャージが

すごく地味に思えました。午前5時45分から午

前7時までの間に、1分あたり約30台ずつが先着

順にスタートするのですが、スタート会場の雰囲

気を楽しんでいるうちに、スタートの順番になり

ました。スタート直後、これから淡路島1周、

150キロ走って、ここまで戻ってくるのだと思う

と、わくわくして自然に頬がゆるんでしまいまし

た。

　スタートして、洲本港AS（28.5キロ）までは平

坦な海岸線の道です。いつもひとりでサイクリン

グロードを走っており、集団での走り方がわから

なかったので、はじめのうちは10台の集団の最

後尾を走っていました。集団がばらけた後も、で

きるだけ抜かないようにして、後ろを走るように

していました。スピードを落としたり停まったり

するときなど、後続車に合図しなければならない

のですが、見よう見まねで身につけていきました。

最初は自分でもぎこちないと思いながら合図して

いましたが、次第に自然に合図ができるようにな

りました。

　気がつくとすっかり夜が明けていて、朝日を浴

びながら走るのは爽快でした。

　1時間少しで洲本港ASに到着。洲本港ASでは

おにぎりと豚汁が振る舞われていました。それほ

どお腹が空いていなかったのでおにぎりは遠慮し

て豚汁をいただきました。

　洲本港ASを出るとまもなく最初のヒルクライ

ム、由良の峠にさしかかりました。勾配は急です

が距離が短いのが救いです。けっこうゆっくり

上っているつもりだったのですが、周りはもっと

ゆっくりで、自転車を降りて押して登っている人

もいました。考えてみれば、この大会は別にタイ

ムや順位を競うものではなく、淡路島を楽しく1

周回ろうというもの。何も、坂道をしんどい思い

して、無理して上らなくてもいいのです。しかし、

もともと、マラソンのクロストレーニングとして

ロードバイクを始めた私には坂道で自転車を押し

て歩くという選択肢はありませんでした。軽いギ

アに落としてゆっくりと登りと着実に上ります。

下りはスピードがかなり出るのでバイクをコント

ロールするテクニックが必要です。ロードに乗っ

て3ヵ月の私がW弁護士にかなうはずがありませ

んでした。少し下るとすぐに次のヒルクライム、

立川の峠です。ここも勾配が急で皆さん苦戦して

いました。立川の峠を上り切ると、下りは急なカー

ブのある追い越し禁止区間。ひとりひとり順番に

下ります。下りはじめた途端、小さな物体が複数、

顔や体にぶつかりました。蜂でした。幸い私は刺

されませんでしたが、刺されてしまった参加者も

いたようでした。

　下り終えると、灘AS（59.1キロ）までは、南淡

路水仙ラインと呼ばれる海岸線を走ります。信号

もなく交通量も少なかったのは良いのですが、当

日は海が荒れていたのか、高波が襲いかかってき

ました。頭から思いっきり波をかぶっている参加

者もいました。波の襲いかかるタイミングを見な

がら慎重に走っていたのですが、ここでなぜかW

弁護士が飛ばします。離されないように必死の思

いで付いていき行き、灘ASに着きました。

　灘ASでおしるこを食べながら、W弁護士に飛

ばした理由を聞くと、波をかぶるのが嫌で、早く

高波の区間を通り過ぎたかったからだということ

でした。

　さて、ここからが本イベントの本番。灘地野の

淡路島ロングライド150完走記
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坂、福良の峠、大鳴門橋の上りと、難所が次々と

とやってきます。灘地野の坂は平均斜度8％、最

大斜度11％、福良の峠はヘアピンがきつく、大

鳴門橋の上りは平均斜度11％、最大斜度15％で

す。斜度だけでいえば、私が一度挑戦して途中で

足をついてしまった万灯呂山ヒルクライムコース

を越えています。ただ、標高差が約半分で距離が

短いのと、上りの途中にうずしおAS（79.9キロ）

があって休憩できることから、足をつかずに上り

切りました。

　うずしおASでは、ヨーグルトと焼きプリン、

たくさんの種類のパンが用意されており、私は焼

きプリンをいただきました。

　うずしおASを出て、大鳴門橋の上りの続きを

上り切り、淡路サンセットラインに入りました。

南淡路水仙ラインとは打って変わって穏やかな

海。気分も最高で快調に飛ばします。スピードも

時速30キロを超えていました。このころにはイ

ベントでの走り方もわかってきて、先行する参加

者をどんどん抜かします。

　そして、多賀の浜AS（115.4キロ）。ここでは

竹ちくわの「たけやん」をいただきタンパク質補

給。と、ここまできて、あることに気付きました。

本イベントのAS名物、タマネギスープがどこに

もなかったのです。どうやら、今年は暑さが予想

されたので、温かいタマネギスープはやめようと

いうことになったのだそうです。タマネギスープ、

楽しみにしていたのに残念でした。

　多賀の浜ASを飛び出して、ゴールに向かいま

す。途中、明石海峡大橋が見えてきました。あと

少しでゴールと思いながら明石海峡大橋をくぐる

と、最後の上りが待ち構えていました。このイベ

ントですっかり上りが得意な気分になっていた私

は、W弁護士に声をかけて先に行かせてもらいま

した。坂道で苦戦している参加者を大勢抜き、最

後の坂を上り切りました。W弁護士とは離れてし

まいましたが、あとは、流れにのって、ゴールに

向かいました。フィニッシュ直前、W弁護士が驚

異の追い上げを見せ、ほぼ同時にゴール。約150

キロの淡路島一周を完走しました。

　時間は 7時間 47分 17秒、消費カロリーは

2,905キロカロリーでした。10月にフルマラソン

を5時間で走ったときの消費カロリーが3,156キ

ロカロリーでしたので、フルマラソンに近いカロ

リー消費ということになりますが、足をはじめと

して体のダメージはほとんどありませんでした。

平均心拍数も140と理想的でした。

　完走証を受け取り、かき氷を食べて、しばらく

会場でゆっくりした後、ホテルにもどり、W弁護

士おすすめの温泉で疲れをとりました。帰りに車

を運転しなければならないので風呂上がりにビー

ルを飲めないのは残念でしたが、ソフトクリーム

を食べて、帰路につきました。

　イベント後は、マラソンシーズン到来に向けて、

ラン中心のトレーニングに変更しました。そのた

め、ロードバイクには乗れていませんでしたが、

この原稿を書いていると、淡路島を走っていたと

きの感覚がよみがえってきました。今回は、完走

するので精一杯でしたが、次に参加するときは、

もっともっと景色などを楽しみたいと思っていま

す。また、他にも、佐渡ロングライド210、奄美

大島チャレンジサイクリング240K、サイクリン

グ屋久島、ツール・ド・おきなわといった島を一

周するイベントに魅力を感じています。ツール・

ド・おきなわなんて1泊2日で323キロを走破す

るロングライドです。想像しただけでわくわくし

てしまいます。

　マラソンといい、ロードバイクといい、この年

齢になって本当にいい趣味が見つかりました。今

は、マラソン大会やロードバイクのイベントに参

加するのが楽しみで、イベントスケジュールの

チェックに余念がありません。ただ、あまり出か

けすぎて家族のひんしゅくを買わないようにだけ

は気をつけたいと思います。
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弁護士  小田 宏之

高齢者・障害者を法的トラブルから護るために
～弁護士が取り組む法律相談事業等～

1 本稿では、高齢者・障害者を法的トラブルか

ら護るための、弁護士の取組等について、ご案内

させて頂きたいと思います。

2 まず、高齢化の現状等について概観しますと、

我が国は遅くとも2010年には「超高齢社会」

（65歳以上人口の割合が21％超の社会）を迎えて

おり、2012年時点の高齢化率は24.4％（京都府

では24.7％）ですが、今から26年後の2040年に

は36.1％（京都府では36.4％）まで伸びると推計

されています（平成25年版「高齢社会白書」より）。

また、我が国全体の認知症を有する高齢者数も

2010年には226万人程度といわれていますが、

今から6年後の2020年には292万人程度まで増

加すると推計されています（厚生労働省HPより）。

　このような基礎統計及び推計から明らかなと

おり、判断能力や身体機能の衰えのため、御自

身の権利を十分に護れないおそれのある高齢者

が既に相当数おられるだけではなく、今後も増

加の一途を辿ることになります。この点、かつて

我が国社会を支えていた「血縁」「地縁」「社縁」は、

社会情勢や人口構造、国民意識の変化等により

相互扶助機能を十分果たさなくなってきていま

す。

　そうすると、これら社会の相互扶助機能により

護られず、また、権利侵害（身体的・経済的虐待等）

を受けながらも、支援機関等外部に助けを求める

ことが出来ず、あるいは、御自身の権利が侵害さ

れていることさえも認識出来ないまま、自ら害さ

れ続けていくという悲惨な事案は、今後も増加す

るおそれがあります。

3 次に、精神障害や知的障害の有る方々の権利

擁護についても、その理解や活動が大変重要であ

ることも当然のことであり、今一層十分な理解や

支援が求められています。

　この点、昨年12月に「障害者の権利に関する条

約」の批准が国会で承認されましたが、今後も引

き続き国内法の改正や整備等が必要であることが

指摘されており、日本弁護士連合会もこれら諸点

についての会長声明を発表しております。

4 以上のような現状・推移に鑑みても、法律専

門職である我々弁護士が、高齢者・障害者の権利

擁護のために果たさせて頂くべき役割は、ますま

す増大するものと認識しております。

1 では、弁護士にとって「高齢者・障害者の『権

利擁護』において重要な活動は何か」ですが、先

ず重要となることは、当然のことながら、当該高

齢者等と弁護士が「接点」を持つことです。

2 しかし、高齢者等の身体的・精神的状況や諸

般の御事情から、高齢者等が弁護士と「接点」を

持ちにくい要因もありそうです。例えば、次のよ

うな「声」を高齢者等やその支援者からお聞きす

ることもあり、それらがその要因ではないかと、

私は想定しています。

①弁護士に相談したいが「寝たきり」あるいは足

が不自由なために法律相談所まで行けない。

②弁護士に相談したいが、弁護士に相談すること

自体を家人等親族に知られたくない。

③弁護士に相談した場合、相談料をいくら取られ

るかが大変不安である。

④弁護士に相談したいが、認知症などのため相談

したい内容を上手く説明出来ない。

⑤介護保険制度や行政サービスにも関わることな

ので、弁護士に相談すべき内容なのか否かが分

からない。

⑥こんな些細なことを弁護士に相談しても良いの

か分からない。

⑦弁護士（会）では、いつどこでどんなことを対象

とした相談会を実施しているのか分からない。

3 上記でお示ししたところが「接点」の阻害要

因と考えられますが、これら要因を払拭するもの

として行われている弁護士（会）の事業を次項に

おいて私なりにご案内させて頂きたいと思いま

す。

1 はじめに

　上記でお示しした「接点」の阻害要因を払拭す

る弁護士（会）の取組としては、以下の事業があ

ります。

2 法律相談事業について

　京都弁護士会においては、高齢者や障害者に関

する法律相談事業を行っております。

　これについては、高齢者等に、弁護士会館や外

部施設にお越し頂き行う法律相談（『来会相談』）

がありますが、このような『来会相談』では「寝

たきり」や足が不自由な方にはお越し頂けないこ

とになります。

　そこで、京都弁護士会では、高齢者・障害者に

関する法律相談として『電話相談』（無料）を毎週

1回実施しております。来会が困難な方は、弁護

士会の専用電話に御電話頂ければ幸いでございま

す。相談時間は20分程度と短いですが、急を要

する事案か否か等の判断は可能ですし、家人等親

族に知られず相談を行うこともできます。

　また、「寝たきり」の方などで「来会相談」に行

けず「電話相談」も困難であったり、「電話」だけ

ではなく「対面」でじっくりと弁護士に相談した

いと思っておられる方には、弁護士がご自宅や病

院、老人ホームなどの施設に出張して相談を行わ

せて頂く『出張面談相談』をご利用頂けます。

3 法テラスの利用・連携

　弁護士に相談される場合「相談料をいくら取ら

れるかが大変不安だ」という声を私も実際良くお

聞きします。このような法律相談料等弁護士費用

については、弁護士に事前説明義務が有りますが、

仮に、生活保護受給中であったり一定以下の資産

収入の方については、「法テラス」の行う民事法律

扶助（弁護士費用等の立替払）の制度をご利用頂

くと、相談料の御負担はかからなくなります。

　また、上記法律相談事業のうち『出張面談相談』

を充実させるものとして、京都弁護士会と「法テ

ラス京都」が、来会困難高齢者に対する出張相談

共同事業を実施する準備を行っております（一部

地域ではモデル事業を先行実施しております）。

はじめに ～超高齢社会の現状等について

高齢者・障害者と弁護士との「接点」の問題
高齢者等と「接点」を持つための
弁護士（会）の取組について
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この共同事業構想は、京都弁護士会及び法テラス

京都が実施している既存の出張相談事業につい

て、申込及び相談段階において、地域包括支援セ

ンター等福祉機関・医療機関による支援（紹介・

助言・代行・同席等）を得ることによって、外出

困難な高齢者・障害者の出張面談相談（司法アク

セス）を容易にするための事業です。この事業の

開始により、上記「法テラス」が行う民事法律扶

助（弁護士費用の立替払制度）の利用をよりスムー

ズに行えます。また、地域包括支援センター職員

等による同席支援を得ながら法律相談を行うこと

が制度上可能となりますので、たとえ相談者（高

齢者等）が「うまく説明出来ない」場合でも、同席

支援者の補足説明等により相談がスムーズに進む

と考えられます。

4 関係諸機関・関係団体との連携

　高齢者等が抱えておられる悩みやトラブルは、

それが「単なる法律問題」であるか否かは必ずし

も判然としないことも少なくありません。様々な

要因が絡み合って悩みやトラブルが生じていた

り、法律的側面だけではなく介護福祉・医療の側

面からの対策などを連携して講じなければ解決し

ないトラブルも少なくありません。

　そこで、京都弁護士会においては「高齢者・障

害者支援センター」を設置し、介護福祉・医療・

家庭裁判所・行政機関等といった関係諸機関・関

係団体との連携を図り、高齢者・障害者問題をトー

タルに解決するための、いわば「基盤整備」を行っ

ております。

　そのため、高齢者等の相談内容が、仮に「法律

問題」と無関係であったとしても、上記連携を通

じて構築したネットワークをもとに、相談担当弁

護士が、該当する機関等を案内させて頂くことも

可能です。「弁護士（会）に相談すべき内容か否か」

と悩まれたままで結構ですので、先ずはご遠慮無

くご相談下さい。

　また「些細なことなので…」と相談をためらわ

れるケースも少なくありません。しかし、御本人

が「些細なこと」と思われていても、実は急を要

する法的トラブルであることが判明することも有

りますし、仮に本当に「些細なこと」であったと

しても、それが「些細なこと」と分かったことに

より「大きな安心」を得ることも出来ると思いま

す。度々ですが、ご遠慮無くご相談頂くことを強

くお願いしたいと思います。

5 広報について

　弁護士（会）がいつどこでどのような法律相談

を実施しているかについては、京都弁護士会へ御

電話（TEL：075－231－2378）を頂ければご案内さ

せて頂きますし、京都弁護士会のホームページで

もご案内しております。

　また、個別の弁護士にお尋ね頂いても、一定程

度の必要なご案内を行わせて頂けると思います。

　以上の通り、高齢者・障害者の権利擁護のため

の弁護士（会）の取組等について、ご案内してき

ました。多くの高齢者等の権利を護るため、まだ

まだ我々弁護士（会）の活動を充実していかなけれ

ばならないと思いますし、ユーザーである皆様方

には、弁護士（会）の取組について御遠慮なく「注

文」を行って頂きたいと思っております。

　そして、最後に、高齢者等を支える「連携」の

視点を記述させて頂きたいと思います。高齢者・

障害者の権利擁護の「現場」においては、実に多

くの関係諸機関や専門職が関わり見守りながら、

当該高齢者等の生活を支え護っています。その専

門職等としては、ケアマネジャー、介護事業所、

社会福祉士、医師・病院等医療関係者、精神保健

福祉士、家庭裁判所、行政機関、地域包括支援セ

ンター、社会福祉協議会、民生児童委員、等々、

そして、我々弁護士もそれら多数のメンバーの一

員という位置付けです。そして、権利擁護の端緒

となる活動は上記ご案内した法律相談事業等とな

りますが、これをきっかけとする権利擁護の対応

困難事案については、上記関係諸機関や専門職が

ネットワークを組みそれぞれの機能や専門性を活

かしながら現在進行形で事に対峙し解決に向かわ

せるといった流れが、不備不足のない標準的な対

応方法となっております。すなわち、高齢者・障

害者の権利擁護事案については、関係諸機関・関

係団体が、それぞれ連携して「地域社会全体でそ

の人を支え護っていく」という発想のもとで活動

しておりますので、今後とも、当該ネットワーク

の一員である弁護士（会）に対しても、気軽にご

相談等のアクセスを行って頂ければ、御要望にお

応えすべく尽力させて頂きたいと思っておりま

す。

※なお、本稿に記載した「京都弁護士会」の法律

相談事業等は2013年12月時点の情報等を当職

が独自に整理したものですので、正確かつ詳細

な内容については「京都弁護士会」へ直接お問

い合わせ頂ければ幸いでございます。

むすびにかえて ～地域社会の連携～
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弁護士  後藤 隆志

　ある日、「『過払い請求○○』に、みやこ法律事務所

さんが載っていたのでお電話しました。ご相談をし

たいのですが」と電話をいただいた。検索すると「過

払い請求○○」（仮）というウェブサイトがある。都

道府県ごとに法律事務所が五十音順に並び、営業時間・

費用・実績などが表示されている。たしかに当事務

所の名前がある。しかし掲載を頼んだ覚えがない。

　気になるのは、第三者が運営する体でありながら、

某弁護士法人の支店がすべての都道府県でトップに

載っていることだ。そこだけがキャンペーン価格云々

と宣伝してある。他の事務所は刺身のつまの如く下

に追いやられている。

　ランキング形式になっているのも引っかかる。サ

イトには「発表！弁護士事務所ランキング」と大きく

書かれてあり、「当サイト独自の調査による総合的な

評価を行い、1～3位の『弁護士事務所ランキング』

を発表いたします！」とあるのだ。

　ドキドキしながら見ると、うちの事務所は残念な

がらランク外だった。

　1位の某弁護士法人は、「過払い回収実績800億円

を誇る債務整理に特化した法律事務所。代表の○○

弁護士は行列のできる法律相談に出演するなどTVで

もお馴染」とある。

　さらに「失敗しない事務所選びの5つのポイント」

とあった。そのまま引用すると、「①実績があるか（選

ばれる信頼の証）、②全国対応か（居住地を選ばない）、

③土日も深夜も対応か（平日・日中忙しくても安心）、

④相談料は無料か（電話もフリーダイヤルなら尚可）、

⑤弁護士やスタッフの在籍数（対応が早い！）」との

こと。

　1位の某弁護士法人は、「2013年8月時点、これま

での過払い回収実績は、180,547件、958億9,436円」、

「土日祝日も受付」、「キャンペーン中」、「完済した業

者は無料」と高々に唄っている。きっとここを選べば

間違いないだろう。しかもキャンペーン価格だ。

　ちなみに私の過払い回収実績は微々たるものだ。

全国対応などできるはずもない。土日も祝日も働き

たくない。相談料もできればいただきたい。弁護士

1人と事務員1人の体制なので猫の手も借りたい。事

務所選びのポイントをすべて外してしまった。

　知り合いの事務所もあったので確認したが、掲載

など頼んでいないとのこと。このサイトには司法書

士も載っていて、見た名前があったので訊いてみる

と、やはり頼んだ覚えはないとのことだった。

　私は無料で宣伝してくれたことに感謝の言葉を伝

えたくなった。「過払い請求○○」に連絡を試みたが、

サイトの隅々を探しても運営者の情報が一切ない。

誰が作ったのか？匿名のボランティア？そんな奇特

な人はいるのか？サイトは洗練されていて、明らか

にプロの手が加わっている。

　どうしても御礼を言いたかった私は、事務長に調

査を依頼し、ドメインネーム（○○○○.com）から、

ある東京の会社を突き止め、電話をかけた。

「担当者が不在です」、「折り返し電話します」… 暖か

い言葉を何度か頂戴した後、ようやく担当者の方と

つながり、和やかに事実関係を聴取した。その会社

では、過払い金回収の情報サイトのサンプルを作っ

て、弁護士事務所に売り込みをかけているとのこと。

インターネット広告に不慣れな弁護士業界に目を付

けたのだ。

　興味のあるふりをして色々訊いてみた。ウェブサ

イトに使われるドメインネームにも様々あって、取

得して日が浅いドメインよりも、年数を経たドメイ

ンの方が価値が高い。検索エンジンで上位に表示さ

れるからだ。良質なオールドドメインを使って過払

い金回収サイトを作れば、「過払い」などの検索ワー

ドで上位にヒットする。SEO対策もバッチリだ。口コ

ミやランキングの形式を装えば（違法であるが）完璧

だ。金に目がくらんだ弁護士ならホイホイ食いつく

だろう。

　私は「過払い請求○○」を話題に出した。

「このサイトを作ったのは御社ですか？」

「サンプルを手がけたのは弊社です。でも弁護士事

務所に売りました」

「どこの事務所ですか？」

「○○○○です」

　そんなあっさりと…。予想していたとおり、○○○

○はランキング1位の某弁護士法人だった。

　自信があるなら自分で宣伝すればよい。なぜ第三

者のウェブサイトを仮装したのか。頼まれもしない

のにたくさんの法律事務所を掲載し、それらを押し

のけて自社がランキング1位と宣伝するのは、いくら

何でもやりすぎではないか。そもそも景品表示法に

反する違法広告であることは理解しているのだろう

か。すべてを分かっているから、第三者が作ったウェ

ブサイトのように偽ったのだろう。子ども騙しとい

う他ないが、困窮した多重債務者は冷静な判断がで

きるのか。

　こうなると仕事は放置である。突如、死んでいた

目は輝き出す。依頼者には内心で謝罪し、裁判所か

ら来た督促のFAXはシュレッダーにかけて準備を整

える。普段の反対尋問よりも気合いを入れて、私は

某弁護士法人に電話をかけた…。

　インターネットには、借金問題、示談交渉、交通

事故、医療過誤、労働問題に「強い」、「経験豊富な」

弁護士で溢れている。これらのインターネット広告

が、過払い金が返ってくること、保険会社の提示す

る示談金が必ずしも正しくないことなどを知らしめ、

弁護士へのアクセス障害を取り除いた点は、積極的

に評価されるべきだ。

　だが、無数のリスティング広告などを見ると、「こ

れでいいのだろうか？」と違和感を覚えてしまう。そ

れは「品位」とか「公益」といった大層なものではな

くて、素朴で個人的な感覚だ。この「違和感」を自分

なりに言語化したいと思ったのが、本稿の動機である。

　弁護士広告が解禁されたのは、それほど昔のこと

ではない。十数年前までは原則的に禁止されていた。

広告禁止の理由は、弁護士の使命は社会公益のため

に果たされるべきで、商業化に身を任せるべきでは

ないという伝統的な弁護士観にあった。翻訳すれば、

弁護士たるもの営利追求を目的とする商人とは違い、

みずからを売り込む広告なんぞ下賤なことができる

かという選民思想だ。

　だが、そのような考えは時代錯誤であるばかりか、

もともと正当ではない。

　弁護士は法的サービスを提供し、その対価で生計

を立てている。つまり一種のサービス業でありビジ

ネスである。だからビジネスを展開する手段として

広告が認められるのは当然である。先の考えは弁護

士「業」を自己否定している。

　消費者の声が届かない場所で、いくら社会公益が

使命と謳ったところで、弁護士の独り善がりに過ぎ

広告と「倫理」
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ない。誰に依頼すればよいのか？費用はいくらかか

るのか？情報収集にかかる消費者の利益に優先する

はずもない。広告の禁止は、自らを零細で日常的な

法律需要から切り離すに等しく、依頼者利益を代弁

する弁護士の職務を正しく理解していない。

　だから広告の解禁は、時代の必然といえる。さら

には、伝統的な弁護士観から脱却し、「弁護士」をも

う一度定義し直すための、一つの考察材料にもなる

だろう。

　巷に溢れる広告は、弁護士が激増したことによる

環境的な変化や、食べていくためになりふり構って

いられないという経済的な事情もあるだろう。しか

し、かつての広告禁止論者が唱えた理想主義的職業

観はどこにいったのだろう。それが弁護士の本質を

なす「倫理」であったならば、時代が変わったとは

いえ、ここまで広告や宣伝が氾濫しただろうか。

　私は、弁護士が社会公益の存在であり商人以上で

あるとの職業観は、時代に合わないだけでなく、「自

らを高しとし、他を卑しとする」独善に過ぎないと思

う。市場や社会から隔離された自分たちの王国の中

でのみ通用する理想に過ぎない。だから、このよう

な「理想」が自由競争から弁護士を守る防波堤には

なり得なかったのは、むしろ当然である。

　弁護士広告の氾濫は、伝統的な弁護士観が崩壊し

た（あるいは初めから幻想であった）のだと突きつけ

ている。それは「倫理」ではなかったのだと。

　伝統的な弁護士観に立つ人たちを、仮に「旧世代」

といってしまうならば、「旧世代」の弁護士は、だが

何も変わろうとはしないだろう。拠って立つ信念を、

他ならぬ弁護士から否定された彼らは、それでもみ

ずからを変えようとはしないだろう。あからさまな

広告や宣伝に対して、冷ややかな目を向けつつも、

彼らはむしろ、それらとは無縁な自己の環境を、あ

らためて心地よく確かめるのだ。

　私の「違和感」の正体の一つは、広告主体の弁護士

に対してではなく、拠って立つ「倫理」を否定されても、

何も反駁しようとはしない「旧世代」の弁護士に対す

る苛立ちである。

　他方で、正直にいえば、インターネットに溢れる

あからさまな弁護士広告への嫌悪をぬぐいきれない

のも事実だ。だとしたらこの感情はどこから生まれ

るのか。人の不幸を飯の種にしながら、キャンペー

ン価格云々と宣伝することや、きまりの悪さを微塵

も感じさせないバナー広告のドヤ顔への生理的な拒

否反応だろうか。

　すべての弁護士が身を委ねられる普遍的な「倫理」

が存在しないのであれば、一人一人がみずからの信

じる弁護士像を見つけ出す以外ない。では、私が信

じる弁護士像とは何か。弁護士の生き方も千差万別

だろうが、最大公約数はあるはずだ。弁護士を弁護

士たらしめる本質とは何か。日々の修業は何を得る

ためのものなのか。身につけた熟達は何のために生

かされるべきか。

　それは、社会公益といった大言壮語ではなく、もっ

と個人的でシンプルな原則だ。つまり何者にも隷属

せずに生きるため、わが身を自由に処するためだ。

かつて私のボスであった弁護士の背中を見て、私な

りに作り上げた大切な弁護士像だ。

　…電話を切った後、ほどなく「過払い請求○○」は

インターネットから姿を消した。彼らの弁明を反芻

したが、得心できるものは何もなかった。

　彼らは生き方ではなくモノを選んだ人たちなのだ。

隷属を選んで自由を差し出した人たちなのだ。私が

信じる原則には何の価値も感じない人たちなのだ。

彼らも私も同じ弁護士である。だが、私にとって彼

らは月よりも遠い世界の住人に思えるのだ。

弁護士  金井 健作

1 本稿では、会社を退職した後に、同種の業務

を営むことの可否や限界について検討したい。

　ついてはまず、学習塾の競業に関する裁判例を

紹介させて頂く。Xの経営する塾で中心的講師で

あったYが、わずか240mの距離に塾を開き、講

師も生徒も移籍させてXの塾を倒産に追い込んだ

という事案である（大阪地判H1.12.5判決）。

（1）裁判所の認定した事実経過

ア．Yを雇用しての学習塾の開設

　Xは、S59、高校時に同級生であったYを講

師の1人として雇い、小学生から高校生を対象

とする塾「Mゼミナール」を開設した。

　S60頃には生徒数70名、講師約8名、1,100

万円の利益を上げ経営が安定、その後も増収し

た。

　Yは講師経験が豊富であり講師間では中心的

立場となっていた。

イ．Yによる付近での学習塾の開設

　S62.3、Yは会計事務所に就職し同ゼミナー

ルを辞めた。

　しかしS63.1頃、同ゼミナールの講師を含め

た後輩にバイト先の斡旋を頼まれ、会計事務所

に勤務しつつ、自らも出資して同ゼミナール付

近の物件を借り、S63.3、小学生から高校生を

対象とする「T塾」を開設した。T塾には、Mゼ

ミナールで講師経験のある者が5名参加した。

なお、T塾はMゼミナールに比較して給料は特

に高額でなかった。

　T塾は、Mゼミナールから直線距離で240m

（徒歩10分）と至近距離にある。もっとも、同

ゼミナールが工業地帯にあり学区の中学校の非

常門に面しているのに対し、T塾は同中学を挟

んでMゼミナールの反対側にある。また、T塾

とMゼミナールの間には別の塾が1軒、さらに

T塾から100mの位置にも別の塾が1軒ある。

　S63.3.10頃から、Y及びT塾の講師らは宣伝

活動を開始した。その内容はビラ配りが中心で、

主に学区の中学校の前で街頭などを中心に配っ

ており、他には講師個人の電話による勧誘、い

わゆるロコミなどであった。

　T塾にはMゼミナールから約20人の生徒が

移り、開設時の生徒数は約60人だった。人件

費が売上げの多くを占め利益は上がっていな

い。

ウ．Mゼミナールの閉鎖倒産

　Mゼミナールでは、パソコンで生徒の名簿の

管理、経理などをしていたが、S63.3.16に月

謝ファイル（パソコンのFD）が、同月22未明、

右パソコン及び電話機等を盗まれたため、生徒

の募集・申込受付に支障をきたした（なお、こ

れがYの行為であることを推認させるに足る証

拠は無い）。T塾に生徒が流れたこともあり、

S63.3には生徒が十数人しか集まらなかった。

　そのため、講師4名がMゼミナールをやめT

塾へ移る等したためMゼミナールの講師はXを

その競業、シロ? クロ?
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移動を促したといった事実が認定されれば、社

会通念を逸脱するとして違法の判断がされてい

た可能性があった。

　　しかし、これらの事実は判例用語でいう「特

段の事情」で、競業の違法性を訴える側（本件

ではX）が立証責任を負うとされる。この種の

事実の立証は相当に困難であることが想定さ

れ、本件でも、近接した時期に、Mゼミナール

のパソコン等生徒の募集に不可欠な機器が、時

を異にして相次いで窃取されるとの異常事態が

生じているにも拘わらず、これに対するYの関

与は認定されておらず（XはYの関与を主張し

たと思われるが、証拠が無いとして認定されな

かった）、Yの行為が社会通念の範囲に止まる

かどうかの判断要素に含まれていない。

（4）小括すると、従業員については、一般に、退

職後の競業の自由が極めて広範囲において認め

られていると言って良い。

　　それでは、雇用主において、ノウハウを身に

付けた従業員が自社の近傍で同種の営業を行う

のを指をくわえて見ていなければならないのか。

これを制限するのは、雇用契約中になされる特

約か、不正競争防止法である。

　　この特約や不正競争防止法については、紙面

の関係で、今後順次検討することとしたい。

参考文献

判例時報1719号「現代型取引を巡る裁判例」、

東京地方裁判所商事法研究会「類型別会社訴訟」他。

含めて3人となり、間もなく経営困難となり閉

鎖倒産に至った。

エ．その他

　Xは「Yは、Mゼミナールの経営に関与し副

塾長格として厚遇されていた。S62に突然 Mゼ

ミナールを退職し、退職後もMゼミナールに出

入りして生徒及び講師に好ましからざる影響を

与えた。T塾の生徒を募集するに際して、Mゼ

ミナールの生徒名簿を利用して同ゼミナールの

生徒に架電したり、同ゼミナールの講義中に講

師を利用してT塾の官伝をさせた。」などと主張

するが、このXの主張を認めるに足りる証拠は

ない。

（2）裁判所の判断

　Yの開設したT塾がMゼミナールからわずかの

距離にあり、講師・生徒が一部Mゼミナールから

T塾に移ったため、S63にMゼミナールに通う可

能性があった生徒がかなりT塾へ流れたことが推

認され、T塾の開設がMゼミナールの閉鎖倒産の

一因をなしていることが認められるが、Yは、M

ゼミナールの一部の講師など数人の後輩から相談

されて学習塾開設を計画し、Mゼミナールの講師

らにも協力を依頼したもので、給与面で必ずしも

有利とはいえないT塾にMゼミナールの講師が

移ったのは、Yの引き抜きがあったからというよ

りは、むしろMゼミナールの一部の講師が被告の

計画に賛同してT塾に移ったと認められるし、生

徒の募集方法についても、ビラ配りが主で、他は

電話による勧誘や口コミなどを併用したもので

あったと認められ、X主張のようなMゼミナール

の生徒名簿を利用して生徒募集をしたとか、同ゼ

ミナールの講義中に講師を利用してT塾の宣伝を

させたり、チラシを配付するなど、Xの塾活動を

妨害する意図でなされた行為があったとは認める

ことはできない。

　したがって、YのT塾開設は、その他、近隣に

もMゼミナールと同様の学習塾が存在することも

考慮すると、適正な自由競争の範囲内の行為で

あって、社会通念上正当な競争手段を逸脱した違

法な行為であるとは到底いえない（よって、Xの

請求は認められない）。

2 本件においてYは、「中心的立場」との認定は

されているものの、Mゼミナールの従業員に過ぎ

なかった。

（1）一般に、企業の従業員が退職後に企業と同業

の営業を行うことは、原則として適法であり、

社会通念を逸脱した方法・態様で企業の営業上

の利益を侵害するといった「特段の事情」が認

められる場合に限って不法行為責任が成立する

と解されている。

　　従業員は、一旦会社を離れれば独立の地位に

立ち、一般市民として職業選択の自由を有する

とされているからである。

（2）本件では、講師の移動がYによる一方的な引

き抜きでなかったこと、生徒の募集方法につい

て生徒名簿が利用されたりMゼミナールの講義

中に宣伝がされたといった事情が無かったとの

認定がされ、不法行為責任が否定されている。

　　講師・生徒の移動という、Mゼミナールを倒

産に追い込んだ事象に対する、Yの具体的な関

与行為の検討がなされ、社会通念を逸脱すると

の評価はできないとして適法とされているので

ある。

（3）これを逆に言えば、Yが、Mゼミナールの生

徒名簿を宣伝に利用したとの事実や、講義中に

（あるいは休み時間も含めて）生徒に殊更に塾の
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