
　皆様、こんにちは。先週14日には、東京でも桜
の開花が発表され、今年の桜前線は、例年にま
して速足で北まで進みそうです。福島も来週中

盤には開花が予想されているようです。お花見を楽しめるかどう
かが心配ですが、寒いのが嫌いな私にとっては、あたたかな春
の便りが聞こえてくることは何よりだと思っております。
　一点皆さんにご報告がございます。当クラブで、米山記念奨
学生を今年の4月から来年の3月まで1名受け入れることになり
ました。学生のお名前はゴンザレス・マルティン・エドワルド君で
す。スペイン国籍の21歳。日本語を習得して来日し、現在は郡
山の国際ビジネス公務員大学校で国際ホテル・ツーリズムの勉
強をしているようです。当クラブが世話クラブとなり、ゴンザレス
君には毎月例会に来て頂いて奨学金をお渡しします。クラブの
代表としてカウンセラーを初瀬パスト会長にお引き受け頂きまし
た。来月以降、皆様にご紹介できると思っております。
　今日は「コーヒー」のお話をしたいと思うのですが、ここ数年
は、空前のコーヒーブームになっているようです。コーヒーは輸
入した豆を焙煎しドリップして、その味と香りを楽しむわけです
が、この輸入量が伸びている最大の理由は「コーヒーを飲む場
所」が増えた、ということらしいのです。確かにコンビニ、ファスト
フード店、最近の流行でもあるカフェなどでもコーヒーは欠かせ
ない、ということです。ここで面白いのが、輸出に目を転じてみま
すと、農林水産省が公表している「農林水産物輸出入情報」
によると、個別品目で対前年比の伸びがもっとも高かったのは、
なんとインスタントコーヒーだった、ということです。相手国はロシ
ア、中国、アメリカの順で、輸出量、輸出額ともに、その伸びは前
年に比べおよそ3倍だそうです。輸入されたコーヒー豆を、日本
で焙煎して数種類をブレンドし、フリーズドライ製法（真空凍結
乾燥法）やスプレードライ製法（噴霧乾燥法）でコーヒー粉（粒）
にする。そんな工程を経て出来上がった日本のインスタントコー
ヒーが世界で楽しまれているようです。海外の消費量の増大
は、ロシアや中国はもともとお茶・紅茶の食文化ですから、コーヒ
ーの消費は少なかったようですが、ここ数年、やはり若者を中心
にカフェやスタンドスタイルのコーヒー店が大ブームになっていた
そうです。そこへ、コロナ禍による内食志向、家庭内における消
費量の増加によりインスタントコーヒー需要が急増した、というこ
とのようです。私も、毎朝、家内が淹れてくれるコーヒーを有難く
美味しく頂いております。
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会長挨拶 池田達哉会長

　4月4日の地区大会当日についてですが、出
欠の提出がまだの方は提出をお願い致します。
当日、慰労会も予定しておりますので、できれば

会場へ足を運んで頂ければと思っております。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　先月地震に続き、また地震が起きた。地球が怒っている。
　いつ何が起きてもおかしくない社会。「コロナが終われば」と心
の中で淡い期待をしている自分。しかし、元に絶対戻ることなく、
先にあるのは「新しい世界」なのである。「変化への対応」。決し
て「昔」には戻らないことを肝に銘じて、何事も判断しなければと
感じた。

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／50名　欠席／50名
出席率／50％　前回修正率／61.80％
他クラブ出席／2名

佐藤修朗委員出席報告

◎本日も例会ご参加、ありがとうございます。平
松先生の卓話、宜しくお願い致します。

 池田達哉君
◎本日は平松さん、卓話を宜しくお願い致します。
 伊野泰司君、高橋孝行君、鈴木淳策君、鈴木　稔君
◎平松先生の職業奉仕に因んだ卓話、宜しくお願い致します。
 湯浅大郎君
◎平松先生。「楽しい」お話をお聞かせ下さい! 関根　信君
◎平松弁護士のお話し、楽しみにしております。前回は焼肉で
唐辛子を焼くと大変な事になりますの話しでした。
 初瀬照夫君
◎交通安全。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　司法改革ですが、2000年代に入りまして法曹養成（司法試
験制度）がこれでいいのかと改革の動きが始まってきました。刑
事司法の問題。人々の司法に対するアクセスが、身近なものに

平松敏郎法律事務所
所長　平松 敏郎君

会員卓話

　ロータリーは1月を職業奉仕月間と定めており
まして、それに因んで平松先生に卓話をお願い

しておりました。平松先生は再入会をされてまだ日も浅いので、
是非業界のお話し等を頂ければとお願いをした次第です。宜し
くお願い致します。

プログラム委員会報告
湯浅大郎職業奉仕委員長

　今回は大変苦悩の中で、このようにYouTube
の同時配信でやれるということは、いつでも誰でも

どこでも何回でも見られるんですね。そして登録数が1,800人近くお
り、ガバナーの想いは皆さんに通じますので、ある意味では画期的
な地区大会になると思います。一番大事なのはおもてなしです。そ
れをいかに画面に表すか、案内に表すかというところが大事ですの
で、今後共皆様のご支援を宜しくお願い致します。

2530地区からの報告
初瀬照夫地区大会実行副委員長

なっているのかという様々な話がありまして、司法改革の動きに
なってきたわけです。具体的な中身は、法曹養成制度（司法試
験）の制度が大きく変わりました。なぜこれを変えようかというと、
一発試験で合格者を取っていていいのかという話です。近年、
受験予備校がかなり盛んになりまして、受験をする人は結局しっ
かりした纏まった本を読まずに、予備校が作ったマニュアル本を
読んで受験をする。またそれが結構受かったりするもんですか
ら、そういうことでいいのかという話もありました。また或いは社会
人経験のあるような方も法曹界にお招きすべきではないか、なん
ていう議論がありまして、法科大学院というものができてきたわけ
です。2004年4月以降、法科大学院制度が始まりまして、現在は
36校程度に落ち着いています。法科大学院を導入すると共に
受験回数の制限というのもありまして、法科大学院が終わってか
ら5年以内に5回まで受けていい。5回で駄目だったらその後は
受けられないわけです。
　2020年度はコロナの問題もあって、だいぶ試験自体も苦労し
たみたいです。予備試験の実績では10,600人が受験して最終
合格者は442人。合格率は4％。予備試験は非常に難しいわけ
です。これは実力さえあれば年齢関係なしに受かりますので、大
手の法律事務所はむしろ予備試験を通った人を採用していま
す。予備試験から本試験を受ける人は合格率が高いわけで
す。いずれにしましても、新試験の制度が始まりまして、2020年度
の最終結果は受験者は3,703人、最終合格者が1,450人でし
た。合格率は39％です。受験者自体も大体5,000人当たりで推
移していまして、一頃とはだいぶ様相が変わっております。受け
れば4割ぐらい受かるということです。こういった試験制度を経て
その結果、弁護士の数が激増しました。我が国の場合、司法書
士や税理士或いは弁理士、社会保険労務士さん、そういった
色々な職業の方が社会で活躍しているのが我が国の現状で、
とにかく外国と比べて弁護士という名前の人が少ないから増や
そうということでやった節が多々ありまして、弁護士の数が大幅
に増えました。私が登録したのが昭和59年ですが、この時大体
12,400人ぐらいでしたが、今現在は41,000人を超えています。
40,000人超えて果たしてパイが大きくなっているのかというと、必
ずしもそうではないです。その結果、資格試験を通って弁護士に
なったけど思うようなところに就職できないとか、或いはやっと入
ったけどブラック事務所だったなんていうことが結構出ています。
当然弁護士の収入も減るわけで、平均所得は随分下落してお
ります。あとは数が増えたことによって、地方自治体や会社に入
る所謂組織内弁護士もだいぶ増えてきました。
　司法改革で刑事事件関係が一番大きな変化をしていると思
います。一つは市民参加の流れで、典型的なのは裁判員裁判
制度です。我が国の裁判員というのは、常にプロの裁判官が横
にいます。一般的にはプロの裁判官が3人いて、市民の方が6人
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　　　理事長　佐久間盛徳君
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いる。これは事実認定から量刑から常に一緒に活動していま
す。一つの問題は市民の方を混ぜることによって、いざ裁判が
始まった時に混乱しては困るという配慮が働くので、裁判が始ま
る前に公判前整理手続という争点整理と証拠の整理をぎっちり
やるわけです。その裁判員制度ですが、色々問題がありまして、
一つは守秘義務が非常に重いということです。それを一般の人
には喋ってはいかんということになっているんですね。出席率が
下がっているとか、辞退率が上がっているという問題がありま
す。刑事裁判ですと被害者参加制度というのができています。こ
れは殺人とか交通死亡事故などで、遺族が裁判所に来て「厳
罰にしてくれ」とか言う制度が始まっています。検察審査会制度
も変わりました。それから被疑者国選制度というのがありまして、
逮捕されて拘留されている段階から弁護人がつけらえます。司
法アクセスですが、これはいわゆる法テラスというのができまし
て、特に資力の足りない方に弁護士を紹介するとか、無料相談
業務を行うということをやっております。民事裁判ですが、皆さん
裁判は時間がかかるというイメージがあるかもしれませんが、裁
判所も色々工夫しまして争点整理をした上で証拠調べを一気
にやってしまうということで、迅速化を進めております。それから最
近ではWeb会議システムを使用し、裁判をやるという試みが始
まっています。改革ということで色々議論はしたわけですけども、
一旦改革で始めてしまうとなかなか方向を変えられないという我
が国の特長でもありますので、色んな意見を出して直すべきとこ
ろは直していかなければいかんなと思っているところです。
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人経験のあるような方も法曹界にお招きすべきではないか、なん
ていう議論がありまして、法科大学院というものができてきたわけ
です。2004年4月以降、法科大学院制度が始まりまして、現在は
36校程度に落ち着いています。法科大学院を導入すると共に
受験回数の制限というのもありまして、法科大学院が終わってか
ら5年以内に5回まで受けていい。5回で駄目だったらその後は
受けられないわけです。
　2020年度はコロナの問題もあって、だいぶ試験自体も苦労し
たみたいです。予備試験の実績では10,600人が受験して最終
合格者は442人。合格率は4％。予備試験は非常に難しいわけ
です。これは実力さえあれば年齢関係なしに受かりますので、大
手の法律事務所はむしろ予備試験を通った人を採用していま
す。予備試験から本試験を受ける人は合格率が高いわけで
す。いずれにしましても、新試験の制度が始まりまして、2020年度
の最終結果は受験者は3,703人、最終合格者が1,450人でし
た。合格率は39％です。受験者自体も大体5,000人当たりで推
移していまして、一頃とはだいぶ様相が変わっております。受け
れば4割ぐらい受かるということです。こういった試験制度を経て
その結果、弁護士の数が激増しました。我が国の場合、司法書
士や税理士或いは弁理士、社会保険労務士さん、そういった
色々な職業の方が社会で活躍しているのが我が国の現状で、
とにかく外国と比べて弁護士という名前の人が少ないから増や
そうということでやった節が多々ありまして、弁護士の数が大幅
に増えました。私が登録したのが昭和59年ですが、この時大体
12,400人ぐらいでしたが、今現在は41,000人を超えています。
40,000人超えて果たしてパイが大きくなっているのかというと、必
ずしもそうではないです。その結果、資格試験を通って弁護士に
なったけど思うようなところに就職できないとか、或いはやっと入
ったけどブラック事務所だったなんていうことが結構出ています。
当然弁護士の収入も減るわけで、平均所得は随分下落してお
ります。あとは数が増えたことによって、地方自治体や会社に入
る所謂組織内弁護士もだいぶ増えてきました。
　司法改革で刑事事件関係が一番大きな変化をしていると思
います。一つは市民参加の流れで、典型的なのは裁判員裁判
制度です。我が国の裁判員というのは、常にプロの裁判官が横
にいます。一般的にはプロの裁判官が3人いて、市民の方が6人
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いる。これは事実認定から量刑から常に一緒に活動していま
す。一つの問題は市民の方を混ぜることによって、いざ裁判が
始まった時に混乱しては困るという配慮が働くので、裁判が始ま
る前に公判前整理手続という争点整理と証拠の整理をぎっちり
やるわけです。その裁判員制度ですが、色々問題がありまして、
一つは守秘義務が非常に重いということです。それを一般の人
には喋ってはいかんということになっているんですね。出席率が
下がっているとか、辞退率が上がっているという問題がありま
す。刑事裁判ですと被害者参加制度というのができています。こ
れは殺人とか交通死亡事故などで、遺族が裁判所に来て「厳
罰にしてくれ」とか言う制度が始まっています。検察審査会制度
も変わりました。それから被疑者国選制度というのがありまして、
逮捕されて拘留されている段階から弁護人がつけらえます。司
法アクセスですが、これはいわゆる法テラスというのができまし
て、特に資力の足りない方に弁護士を紹介するとか、無料相談
業務を行うということをやっております。民事裁判ですが、皆さん
裁判は時間がかかるというイメージがあるかもしれませんが、裁
判所も色々工夫しまして争点整理をした上で証拠調べを一気
にやってしまうということで、迅速化を進めております。それから最
近ではWeb会議システムを使用し、裁判をやるという試みが始
まっています。改革ということで色々議論はしたわけですけども、
一旦改革で始めてしまうとなかなか方向を変えられないという我
が国の特長でもありますので、色んな意見を出して直すべきとこ
ろは直していかなければいかんなと思っているところです。


