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第３編　日弁連・各弁護士会の活動状況

3-5-2　日弁連・弁護士会等による弁護士過疎・偏在解消のための取組

2 　日弁連ひまわり基金による公設事務所（過疎地型公設事務所）の設置状況
　1999年、弁護士過疎・偏在対策の活動資金に充てるため、「日弁連ひまわり基金」が設立され、2000年
６月に第１号の公設事務所として、「石見ひまわり基金法律事務所」が開設された。ひまわり基金法律事
務所に対しては、日弁連ひまわり基金から開設費や運営費の援助等がなされる他、支援委員会によって、
運営が支援されている。
　次の表は、「ひまわり基金法律事務所」が初めて設置された2000年からの設立状況をまとめたものであ
る。このうち、71事務所の所長弁護士が退任後に定着し、２事務所が目的終了に伴い廃止されているため、
2018年10月１日現在の稼働数は45事務所となっている。

資料 3-5-2-4 ひまわり基金法律事務所（過疎地型公設事務所）の設置状況

（2018 年 10 月１日現在）

開設地域（支部名） 開　設　場　所 名　　　　　称 開設年月日 開設順

1 札幌地裁 ・ 室蘭支部 北海道・室蘭市 室蘭ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.01.17 37

2 札幌地裁 ・ 室蘭支部（伊達簡裁） 北海道・伊達市 伊達ひまわり基金法律事務所（定着） 2008.11.05 93

3 札幌地裁 ・ 浦河支部 北海道・新ひだか町 ひだかひまわり基金法律事務所 2005.04.01 41

4 札幌地裁 ・ 浦河支部 北海道・浦河町 浦河ひまわり基金法律事務所 2011.10.18 108

5 札幌地裁 ・ 岩内支部 北海道・岩内町 岩内ひまわり基金法律事務所 2007.11.16 81

6 札幌地裁 ・ 岩内支部 北海道・倶知安町 倶知安ひまわり基金法律事務所 2005.01.07 35

7 旭川地裁 ・ 名寄支部 北海道・名寄市 名寄ひまわり基金法律事務所 2004.05.06 27

8 旭川地裁 ・ 紋別支部 北海道・紋別市 紋別ひまわり基金法律事務所 2001.04.01 3

9 旭川地裁 ・ 紋別支部 北海道・紋別市 流氷の町ひまわり基金法律事務所 2011.12.18 109

10 旭川地裁 ・ 留萌支部 北海道・留萌市 留萌ひまわり基金法律事務所 2004.02.02 21

11 旭川地裁 ・ 留萌支部 北海道・留萌市 オロロンひまわり基金法律事務所 2011.05.16 107

12 旭川地裁 ・ 稚内支部 北海道・稚内市 稚内ひまわり基金法律事務所 2008.03.01 86

13 旭川地裁 ・ 稚内支部 北海道・稚内市 宗谷ひまわり基金法律事務所（定着） 2009.09.01 95

14 釧路地裁 ・ 網走支部 北海道・網走市 網走ひまわり基金法律事務所（定着） 2002.02.01 6

15 釧路地裁 ・ 網走支部 北海道・網走市 オホーツク北斗ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.05.29 63

16 釧路地裁 ・ 北見支部 北海道・北見市 北見ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.07.03 66

17 釧路地裁 ・ 根室支部 北海道・中標津町 中標津ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.07.03 65

18 釧路地裁 ・ 根室支部 北海道・根室市 根室ひまわり基金法律事務所 2003.03.07 14

19 釧路地裁 ・ 帯広支部（本別簡裁） 北海道・本別町 本別ひまわり基金法律事務所 2015.05.16 114

20 仙台地裁 ・ 大河原支部 宮城県・角田市 角田ひまわり基金法律事務所 2008.10.01 91

21 仙台地裁 ・ 登米支部 宮城県・登米市 登米ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.07.01 67

22 仙台地裁 ・ 気仙沼支部 宮城県・気仙沼市 気仙沼ひまわり基金法律事務所（定着） 2007.04.02 78

23 仙台地裁 ・ 古川支部（築館簡裁） 宮城県・栗原市 栗原ひまわり基金法律事務所 2008.08.25 88

24 福島地裁 ・ 相馬支部 福島県・相馬市 相馬ひまわり基金法律事務所 2005.04.23 44

25 福島地裁 ・ 相馬支部 福島県・南相馬市 原町ひまわり基金法律事務所 2013.04.01 113

26 山形地裁 ・ 新庄支部 山形県・新庄市 新庄ひまわり基金法律事務所 2005.01.04 34

27 山形地裁 ・ 米沢支部 山形県・米沢市 米沢ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.07.04 50

28 盛岡地裁 ・ 花巻支部 岩手県・北上市 北上ひまわり基金法律事務所（定着） 2001.09.13 5

29 盛岡地裁 ・ 花巻支部 岩手県・北上市 北上ひまわり基金法律事務所（定着） 2009.09.30 97

30 盛岡地裁 ・ 花巻支部 岩手県・花巻市 花北ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.01.16 36

31 盛岡地裁 ・ 二戸支部 岩手県・二戸市 二戸ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.10.26 53

32 盛岡地裁 ・ 二戸支部（久慈簡裁） 岩手県・久慈市 久慈ひまわり基金法律事務所 2009.04.01 94

33 盛岡地裁 ・ 遠野支部 岩手県・遠野市 遠野ひまわり基金法律事務所 2001.08.29 4

34 盛岡地裁 ・ 遠野支部（釜石簡裁） 岩手県・釜石市 釜石ひまわり基金法律事務所 2006.11.29 75

35 盛岡地裁 ・ 宮古支部 岩手県・宮古市 宮古ひまわり基金法律事務所（定着） 2004.03.01 22

36 盛岡地裁 ・ 一関支部（大船渡簡裁） 岩手県・陸前高田市 いわて三陸ひまわり基金法律事務所（定着） 2012.03.05 111

37 秋田地裁 ・ 能代支部 秋田県・能代市 能代ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.04.22 43
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38 秋田地裁 ・ 能代支部 秋田県・能代市 白神ひまわり基金法律事務所 2012.03.01 110

39 秋田地裁 ・ 大館支部 秋田県・大館市 大館ひまわり基金法律事務所 2006.07.24 68

40 秋田地裁 ・ 横手支部 秋田県・横手市 横手ひまわり基金法律事務所（定着） 2003.09.24 19

41 青森地裁 ・ 五所川原支部 青森県・五所川原市 五所川原ひまわり基金法律事務所（定着） 2002.02.12 7

42 青森地裁 ・ 五所川原支部 青森県・五所川原市 つがるひまわり基金法律事務所 2007.11.19 82

43 青森地裁 ・ 十和田支部 青森県・三沢市 三沢ひまわり基金法律事務所（定着） 2008.02.01 84

44 青森地裁 ・ 十和田支部 青森県・十和田市 十和田ひまわり基金法律事務所（定着） 2002.12.13 12

45 青森地裁 ・ 青森本庁支部（むつ簡裁） 青森県・むつ市 むつひまわり基金法律事務所（定着） 2006.12.04 76

46 千葉地裁 ・ 佐原支部 千葉県・香取市 佐原ひまわり基金法律事務所（定着） 2009.09.10 96

47 千葉地裁 ・ 館山支部 千葉県・鴨川市 鴨川ひまわり基金法律事務所 2011.03.01 105

48 千葉地裁 ・ 八日市場支部（銚子簡裁） 千葉県・銚子市 銚子ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.03.01 57

49 水戸地裁 ・ 麻生支部 茨城県・鹿嶋市 鹿嶋ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.11.21 54

50 水戸地裁 ・ 麻生支部 茨城県・神栖市 神栖ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.10.01 70

51 静岡地裁 ・ 沼津支部 静岡県・伊東市 伊東ひまわり基金法律事務所（定着） 2012.09.25 112

52 静岡地裁 ・ 下田支部 静岡県・下田市 下田ひまわり基金法律事務所 2005.05.23 48

53 甲府地裁 ・ 都留支部 山梨県・都留市 都留ひまわり基金法律事務所（定着） 2008.09.01 89

54 新潟地裁 ・ 新発田支部 新潟県・新発田市 新発田ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.03.25 58

55 新潟地裁 ・ 長岡支部 新潟県・長岡市 震災復興をめざす 
中越ひまわり基金法律事務所（終了）

2005.05.02 
2008.03.31 

（終了）
45

56 新潟地裁 ・ 高田支部 新潟県・上越市 上越ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.09.01 51

57 新潟地裁 ・ 佐渡支部 新潟県・佐渡市 佐渡ひまわり基金法律事務所 2008.06.07 87

58 津地裁 ・ 熊野支部 三重県・熊野市 熊野ひまわり基金法律事務所 2002.06.10 9

59 福井地裁 ・ 敦賀支部（小浜簡裁） 福井県・小浜市 小浜ひまわり基金法律事務所 2005.04.12 42

60 金沢地裁 ・ 輪島支部 石川県・輪島市 輪島ひまわり基金法律事務所 2004.03.10 23

61 京都地裁 ・ 園部支部 京都府・南丹市 園部ひまわり基金法律事務所（定着） 2004.10.01 29

62 京都地裁 ・ 園部支部 京都府・亀岡市 亀岡ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.05.16 47

63 京都地裁 ・ 宮津支部 京都府・宮津市 宮津ひまわり基金法律事務所（定着） 2002.10.01 11

64 京都地裁 ・ 宮津支部（京丹後簡裁） 京都府・京丹後市 京丹後ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.03.29 59

65 京都地裁 ・ 京都本庁（木津簡裁） 京都府・京田辺市 山城ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.03.31 60

66 神戸地裁 ・ 柏原支部 兵庫県・丹波市
丹波ひまわり基金法律事務所 2004.03.17

24弁護士法人ひょうごパブリック法律事務所 
丹波ひまわり基金事務所（定着） 2010.05.01

67 神戸地裁 ・ 龍野支部 兵庫県・たつの市 たつのひまわり基金法律事務所（定着） 2006.11.30 74

68 神戸地裁 ・ 洲本支部 兵庫県・洲本市 淡路島ひまわり基金法律事務所（定着） 2007.01.25 77

69 神戸地裁 ・ 洲本支部 兵庫県・淡路市 ひまわり基金あわじ法律事務所 2011.02.01 104

70 和歌山地裁 ・ 御坊支部 和歌山県・御坊市 御坊ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.04.10 61

71 和歌山県・御坊支部 和歌山県・御坊市 紀中ひまわり基金法律事務所 2017.11.01 118

72 和歌山地裁 ・ 新宮支部 和歌山県・新宮市 新宮ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.06.12 64

73 広島地裁 ・ 三次支部 広島県・三次市 備北ひまわり基金法律事務所（定着） 2007.07.02 79

74 山口地裁 ・ 萩支部 山口県・萩市 萩ひまわり基金法律事務所（定着） 2008.02.01 85

75 岡山地裁 ・ 新見支部 岡山県・新見市 新見ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.03.26 40

76 岡山地裁 ・ 津山支部（勝山簡裁） 岡山県・真庭市 真庭ひまわり基金法律事務所 2011.03.30 106

77 岡山地裁 ・ 岡山本庁（高梁簡裁） 岡山県・高梁市 高梁ひまわり基金法律事務所 2016.03.29 116

78 鳥取地裁 ・ 鳥取本庁支部 鳥取県・鳥取市 鳥取ひまわり基金法律事務所（定着） 2004.10.01 30

79 鳥取地裁 ・ 倉吉支部 鳥取県・倉吉市 倉吉ひまわり基金法律事務所（定着） 2003.03.20 15

80 松江地裁 ・ 浜田支部 島根県・浜田市 石見ひまわり基金法律事務所（定着） 2000.06.12 1

81 松江地裁 ・ 浜田支部 島根県・浜田市 浜田ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.01.24 38

82 松江地裁 ・ 益田支部 島根県・益田市 益田ひまわり基金法律事務所 2004.04.01 25

83 松江地裁 ・ 益田支部 島根県・益田市 石西ひまわり基金法律事務所 2008.01.15 83
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84 松江地裁 ・ 西郷支部 島根県・隠岐の島町 隠岐ひまわり基金法律事務所 2015.07.05 115

85 徳島地裁 ・ 阿南支部 徳島県・阿南市 阿南ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.10.01 71

86 徳島地裁 ・ 美馬支部 徳島県・美馬市 美馬ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.11.30 72

87 高知地裁 ・ 須崎支部 高知県・須崎市 須崎ひまわり基金法律事務所 2008.11.01 92

88 高知地裁 ・ 安芸支部 高知県・安芸市 安芸ひまわり基金法律事務所 2004.11.01 33

89 高知地裁 ・ 中村支部 高知県・四万十市 中村ひまわり基金法律事務所 2007.07.17 80

90 松山地裁 ・ 大洲支部 愛媛県・大洲市 ひまわり基金法律事務所大洲（定着） 2006.05.22 62

91 福岡地裁 ・ 行橋支部 福岡県・豊前市 豊前ひまわり基金法律事務所 2016.10.01 117

92 長崎地裁 ・ 島原支部 長崎県・島原市 島原ひまわり基金法律事務所（定着） 2003.02.03 13

93 長崎地裁 ・ 島原支部 長崎県・島原市 有明ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.11.28 73

94 長崎地裁 ・ 島原支部 長崎県・島原市 島原中央ひまわり基金法律事務所 2011.02.01 103

95 長崎地裁 ・ 五島支部 長崎県・五島市 五島ひまわり基金法律事務所（定着） 2004.04.01 26

96 長崎地裁 ・ 厳原支部 長崎県・対馬市 対馬ひまわり基金法律事務所 2005.09.05 52

97 長崎地裁 ・ 平戸支部 長崎県・平戸市 平戸ひまわり基金法律事務所（定着） 2003.04.01 16

98 長崎地裁 ・ 壱岐支部 長崎県・壱岐市 壱岐ひまわり基金法律事務所 2010.01.29 99

99 熊本地裁 ・ 阿蘇支部 熊本県・阿蘇市 阿蘇ひまわり基金法律事務所 2005.06.08 49

100 熊本地裁 ・ 玉名支部 熊本県・玉名市 玉名ひまわり基金法律事務所（定着） 2004.09.21 28

101 熊本地裁 ・ 玉名支部（荒尾簡裁） 熊本県・荒尾市 荒尾ひまわり基金法律事務所（定着） 2010.05.10 101

102 熊本地裁 ・ 山鹿支部 熊本県・山鹿市 山鹿ひまわり基金法律事務所（定着） 2004.10.05 31

103 熊本地裁 ・ 八代支部 熊本県・八代市 八代ひまわり基金法律事務所（定着） 2005.05.10 46

104 熊本地裁 ・ 人吉支部 熊本県・人吉市 人吉・球磨ひまわり基金法律事務所（定着） 2002.04.01 8

105 熊本地裁 ・ 人吉支部 熊本県・人吉市 くま川ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.02.10 56

106 熊本地裁 ・ 天草支部 熊本県・天草市 天草ひまわり基金法律事務所（定着） 2004.10.09 32

107 鹿児島地裁 ・ 知覧支部 鹿児島県・知覧町 知覧ひまわり基金法律事務所（定着） 2003.08.01 18

108 鹿児島地裁 ・ 鹿屋支部 鹿児島県・鹿屋市 鹿屋ひまわり基金法律事務所（定着） 2003.11.15 20

109 鹿児島地裁 ・ 名瀬支部 鹿児島県・奄美市 奄美ひまわり基金法律事務所（終了）
2005.03.03 
2009.10.31 

（終了）
39

110 鹿児島地裁 ・ 名瀬支部 鹿児島県・奄美市 末広町法律事務所（定着） 2009.11.01 98

111 鹿児島地裁 ・ 名瀬支部 鹿児島県・奄美市 あまみ法律事務所（定着） 2010.04.01 100

112 宮崎地裁 ・ 宮崎本庁（西都簡裁） 宮崎県・西都市 西都ひまわり基金法律事務所（定着） 2010.06.01 102

113 宮崎地裁 ・ 日南支部 宮崎県・日南市 日南ひまわり基金法律事務所（定着） 2002.08.01 10

114 宮崎地裁 ・ 都城支部（小林簡裁） 宮崎県・小林市
小林えびの西諸地区ひまわり基金法律事務所 2008.10.01

90
小林ひまわり基金法律事務所（定着） 2012.04.01

115 宮崎地裁 ・ 延岡支部（日向簡裁） 宮崎県・日向市 日向入郷地区ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.08.01 69

116 那覇地裁 ・ 平良支部 沖縄県・宮古島市
平良ひまわり基金法律事務所 2003.05.06

17
宮古島ひまわり基金法律事務所（定着） 2006.05.12

117 那覇地裁 ・ 石垣支部 沖縄県・石垣市 石垣ひまわり基金法律事務所（定着） 2001.04.01 2

118 那覇地裁 ・ 石垣支部 沖縄県・石垣市 八重山ひまわり基金法律事務所 2006.01.16 55

【注】１．  「○○ひまわり基金法律事務所」の後に、（定着）とあるのは、所長退任後、同地域で引き続き個人事務所として開業している事務
所を意味する。但し、事務所名は、「○○ひまわり基金法律事務所」ではない。

　  　２． 名称が重複している事務所（北上ひまわり基金法律事務所）は、定着のためいったん終了したが、その後同一支部管内の異なる場
所に２か所目の公設事務所が開設され、2013 年に定着した。




