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本会理事で弁護士の近藤峰明さんに寄稿していただきました。家庭裁判所で裁きを受ける少年に対する
弁護士による付添いの重要性と付添人現制度の不備について語っております。

国選付添人制度の全面的実現を
理事 近藤 峰明
護人を頼むお金がないとしても、罪の軽い重いを問

読者の皆さん、付添人という制度をご存じでしょ

わず、その人は国選弁護人を選任してもらい、国の

うか。
非行を犯した少年が家庭裁判所で少年審判を受け

費用でその援助を受けることができます。これに対

る際、主として弁護士がその権利を守り、更生のた

し、少年の場合には、殺人や放火といった重大犯罪

めの援助をするのが付添人です。

の場合で、しかも裁判官が必要だと判断した場合に
限ってしか、国の費用で付添人が選任されることは

非行がないと思われるのに、少年が審判を受けて

ありません。

いる場合には、付添人は非行がないことを家庭裁判

しかしながら、援助を受ける必要性がより高いの

所に認めてもらうための活動をします。

は、大人よりも少年であることは明らかです。大人

非行があったことが間違いない場合には、付添人
は、その非行の原因を探り、どのようにしたら再び

以下の国選付添人の制度しか設けられていないのは、

非行に走ることがなくなるのか、
少年と一緒に考え、

次の理由から、法律の不備であるとしかいいようが

あるいは、少年がスムーズに社会復帰できるように

ありません。

家族や職場、学校との関係を調整します。非行少年

非行の背景事情として、虐待をはじめとする親の

の中には、家族から虐待を受けている者、あるいは

不適切な養育態度があることはよく知られています。

家庭が崩壊しており、戻る家庭がない者もいます。

適切な養育を受けていなかったり、十分な愛情を注

そのような場合には、星の家のような自立援助ホー

がれていない非行少年は、その更生の道筋となる少

ムに入所をお願いするときもあります。被害者の方

年審判においても、少年の立場に立ってくれる付添

に接触し、お詫びの手紙を渡したり、被害弁償をす

人の援助を受ける必要性が高いことはいうまでもあ

ることも付添人の重要な役割の一つです。

りません。さらに、最近冤罪が極めて深刻な社会問
題としてとりあげられる機会が多くなっていますが、

このように、付添人の活動は少年の権利擁護や更

少年の場合、未成熟であるため自分で防御する力が

生のために、大変意味のあるものです。

弱く、やってもいない罪をかぶせられる危険性は大

ところで、大人が犯罪を犯した場合、刑事裁判を

人以上に高いといえます。

受けることになります。刑事裁判を受ける場合、弁
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特に少年鑑別所で身柄拘束を受けている非行少年

家庭に問題がある少年と関わるのは、かなりの労

については、付添人の援助を受ける必要性が高いこ

力と根気を必要とします。それだけの労力を使って

とから、わたくしの所属する栃木県弁護士会では、

も、少年のためになったのかどうかわからないとき

身柄の拘束を受けた少年の要請があればただちに面

や、少年の再非行の知らせを聞くこともあり、付添

会に行く、という制度を昨年 5 月から開始しました。 人としての活動が報われず、無力感を感じる時も
そして、少年の要請により派遣された弁護士が付添

多々あります。しかしながら、確信をもっていえる

人となるのですが、付添人の費用は少年の負担にな

ことは、非行少年にとって、付添人は絶対に必要だ

ることはありません（少年の保護者に資力がない場

ということです。
国選付添人制度の全面的な実現を一日も早く願い

合も同様です）
。その費用は、国の費用ではなく、弁

ます。

護士会の全会員から特別会費を集めて充てることに
なっております。

春夏秋冬 星の家

ＮＯ．1６

ただけでも良かったと思います。

「子ども達も仕事・学校に行ったし、天気も良い。
今日はバザーの準備をするぞ！！」とエプロンをつ

アパートに行った後に、今度は入院している子ど

けると電話が鳴りました。
OG からで
「熱があって、

もの病院へ。
「今日もバザーの準備はできないな･･･。

おなかが痛いの。病院に連れてって。
」受話器を置い

でも何とかなるさ！あせらない、あせらない。
」と気

て私は心の中でつぶやきます。

持ちを軽くして車を走らせました。

「そうそう暮らしってこうなん
１０月１７日の「星の家まつり」では沢山の方に

だよな。何かやろうとすると電

大変お世話になりありがとうございました。

話が鳴る。何かが起きる。１４年間こうやって私は

今年もまた星の家に皆様からの大切なバザー品が

星の家で暮らしてきたんだわぁ」と思わず笑みにな

届けられました。厳しい時代のなか本当にうれしく

りました。
エプロンをはずして、アパートに迎えに行き病院

思います。届けられた品は、衣類・日用品・食品・

へ。仕事が忙しく無理をしたようです。アパートに

手作り･食器・オークション・本 CD・おもちゃ・特

帰る途中で星の家に寄って、スタッフ吉井さんの手

売と品物ごとに分けてダンボールに詰めます。この

作りの「おかゆ」を受け取りました。痛いおなかに

星の家でのコツコツした仕分けの作業が、
「値付けの

あったかい「おかゆ」の鍋を乗せて帰りました。夕

会」
の時に作業がやりやすく時間の短縮になります。

方から夜にかけて何度か電話のやり取りをして、次

（とは言っても値付けのボランティアの皆さん、今

の日にアパートに行くとずいぶん元気になっていて

年も夕方暗くなるまでありがとうございました。
）
今

ホッとしました。

年もコツコツ作業を吉井さんと多門さんがやってく

アパートに行く途中、差し入れの買い物をしてい

れました。この心強いお二人が縁の下の力持ちにな

ると音信不通になっている OB とバッタリ。どうい

って１３回目の「星の家まつり」ができたと思いま

う生活をしているのか当たり障りのない話しかでき

す。
（HM）

ませんでしたが、この辺で暮らしていることが判っ

サロン「だいじ家」の活動紹介
今年 1 月に開所したサロン「だいじ家」の活動状
況を報告いたします。まだ、訪れる当事者も少ない

状況にあるため、当事者にサロンを知ってもらうこ
とと親睦を目的に開催した花見会などの活動につ
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いて報告します。

も駆けつけて参加者は 23 名。先輩達の昔話に懐か
しがったり、びっくりしたりと話に花が咲き、オゾ

花見会 本年 4 月 3 日土曜日に「だいじ家」の

ンが一杯の森の中で楽しい一時を過ごすことができ

初めての催しとして花見会を開催。雨模様のためサ

たようです。

ロンでの開催

カリーパーティー 8月1日日曜日に
「だいじ家」

となりました

で、本会理事の藤岡さんが手作りのカリー、タンド

が、20 名以

リーチキンやプリン、ババロア等々沢山の料理を振

上の人が集ま

る舞ってくれました。猛暑の中を激辛？カリーに挑

りました。初

戦、汗・汗・汗・・・しかし食べ終わった後はスッ

対面の人も居

キリ！夏ばて気味

ましたが和気

の体がフレッシュ

花見会の一こま

藹々の雰囲気

に。カリー専門店

の中、楽しい時間を過ごすことができたようです。

でも食べられない

さて、準備段階では、曽根事務局長とＵ君がビニ

ようなとても美味

ールシートを持って八幡山公園に場所取りに。とこ

しく珍しいカリー

ろが桜はまだつぼみを付け始めた状態。加えて寒の

料理に皆大満足でした。藤岡さん！本当に有り難う

戻り、今にも時

ございました。

雨れてきそうな
寒さに耐えなが

BBQ の一こま

日光戦場ヶ原ハイキング

9月5日日曜日に戦

ら場所取りを暫

場ヶ原をハイキング。下界は 34 度以上の猛暑。さ

くしていた様子。

ぞかし戦場ヶ原は涼しいだろうと期待をしながら向

さぞや寒かった

かったのですが、戦場ヶ原もやはり暑つ･･･。でも、

でしょーね、お

木陰はまさかの涼しさ、マイナスイオンを胸一杯吸

疲れ様でした。

って皆さんリフレッシュが出来たようです。

バーベキュー 6 月 13 日日曜日に宇都宮市森林

詳しくは、
「だいじ家」のホームページをご覧くだ

公園でバーベキューを開催。茨城や群馬のＯＢ夫婦

さい。

事務局報告

会

○引落し総額 1,565 千円

費等金融機関引落し利用状況

会費 451 千円
寄付 1,114 千円（53 名）
寄付内訳 毎月引落し

平成 18 年 9 月に開始した会費・寄付金の金融機

864 千円（26 名）

年１回引落し 250 千円（27 名）

関から引落しの利用状況を報告します。
導入年度の平成 18 年度は 64 名の利用者があり

この方法は、利用者ご指定の金融機関から会費、

ましたが、平成 21 年度には 78 名と 22％増加し

寄付金を引落しするものです。振込みなどのわずら

ております。

わしい手間が省けます。毎月ご寄付は 1,000 円か

○利用者総数 78 名（平成 22 年 3 月末現在）

らご利用できます。是非ご利用ください。

会員 73 名（正 34 名 賛助 37 名 団体 2 名）

お問い合わせ、あるいはお申込み書をご希望の方
は、星の家（事務局）までご連絡ください。

寄付者 5 名
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寄

●星の家建物購入借入金返済キャンペーン寄付金
今年度９月末現在ご寄付額 18.万円（前年度からのご寄付総額 529万円）

付・会費納入者
敬称略・順位不同
平成２２年９月末まで

（目標額 1,000 万円達成まであと 471 万円）

昨年に引き続き、借入金（21 年度末残高 18. 4
百万円）の早期返済のためキャンペーンを行ってお
りますので、ご支援のほどお願いいたします。

（個人情報保護の観点から、ウェブ版では個人名は割愛させていただ
きます）

なお、沢山の方からお米や野菜あるいは日用品などの物品をいただ
いております。ご芳名は省略させていただきますが感謝しお礼申し上
げます。

ありがとうございました！
ご不明な点がございましたら当会までお問い合わせください。

【編集後記】
今年の夏はとにかく暑かっ
た！！！全国各地で記録破り
の猛暑が続き、宇都宮でも真
夏日は今年 67 日となり、こ
れまで最多だった 64 日（１
９９４年）を抜いて記録を更新。エルニーニョ現象
や偏西風の蛇行など複数の要因が重なり異常気象と
なったと言う。ところが 9 月 23 日は、前日の真夏
日とは打って変わり冷たい雨が。宇都宮は最高気温
の差が前日比−13℃低い 20.４℃と 10 月中旬の
陽気、
９月なのに長袖シャツに替えてもおぉぉ寒･･･
なんか変だ(・・？;)
ところで、第１３回目を迎えた「星の家まつり」
も天候に恵まれ、９月下旬並みの陽気に冷たい飲み
物がバカ売れ。例年はホットが売れ筋でした。今回
も大盛況で収益は１４０万円を越える見込みです。
星の家まつりでご支援くださいました皆様に感謝申
し上げます。m(̲ ̲)m

【会費納入及びご寄付の郵便振替先について】
加入者名：青少年の自立を支える会 口座番号：００１４０−３−３６６９７２
＊通信欄に会員種別・寄付金及びその金額をご記入ください。 また、ご入会の方は“入会”とご記入ください。
会員種別と金額は、正会員：5,000 円、賛助 A：5,000 円／一口、賛助 B：1,000 円／一口、賛助団体 20,000 円／一口です。

＊＊＊振込などの手間が要らない「会費等の金融機関引落し」のご利用をお勧めしております！＊＊＊
所在地/320-0037 栃木県宇都宮市清住 1-3-48
電話/ 028-666-6023 FAX/ 028-666-6024
E メール/ sasaeru@snow.ucatv.ne.jp
HP/ http://www2.ucatv.ne.jp/~sasaeru.snow/
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