
経済的・
技術的
支援制度

のご案内

司法修習生・弁護士のみなさん

地方で独立開業
してみませんか？
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日弁連は、2008年から独立開業予定の司法
修習生や若手弁護士の支援を行っています。支
援の内容は、①技術的支援と②経済的支援が
あります。前者は、弁護士登録と同時に、又は
弁護士登録後1年未満で独立開業する弁護士
に対して、開業準備や開業後の弁護士業務につ
いてアドバイスや情報提供を行う制度です。後
者は、弁護士不足地域で独立開業する場合に、
開業資金や運営資金を貸付する制度です。                 

経済的支援の対象地域としては、偏在解消
対策地区（※1）と特別独立開業等支援対象地区
（※2）があります。
これまでに経済的支援を利用して独立開業し

た地域は、次のとおりです。

※弁護士数の変動等により現在の支援対象地
域とは必ずしも一致しません。詳細はお問い
合わせください。

経済的支援の実施地域

経済的支援実施地域 （2019年6月末日現在）

実施地域 開設時期
1 釧路根室簡裁 2016年
2 釧路北見 2008年

2009年
2009年

3 釧路遠軽簡裁 2009年
4 北海道深川市 2013年
5 札幌地裁岩見沢 2018年
6 札幌室蘭 2011年
7 青森県八戸 2008年
8 青森県十和田 2011年
9 青森県五所川原 2015年
⓾ 秋田県大館 2014年
⓫ 秋田県大曲 2011年

2011年

実施地域 開設時期
⓬ 秋田県本荘 2009年

2011年
⓭ 岩手県八幡平市 2012年
⓮ 岩手県花巻 2010年

2011年
⓯ 岩手県一関 2010年
⓰ 宮城県築館簡裁 2011年
⓱ 宮城県登米 2012年

実施地域 開設時期
㉓ 山形県新庄 2012年

2012年
㉔ 山形県長井簡裁 2013年
㉕ 山形県米沢 2008年

2009年
2011年

㉖ 福島県相馬 2009年
2008年

㉗ 福島県田村市 2016年
㉘ 福島県いわき 2007年

2009年
㉙ 福島県須賀川市 2014年
㉚ 新潟県村上簡裁 2016年
㉛ 新潟県新津簡裁 2016年
㉜ 新潟県佐渡 2012年

実施地域 開設時期
㉝ 新潟県南魚沼簡裁 2013年
㉞ 新潟県柏崎簡裁 2010年

2012年
㉟ 新潟県十日町簡裁 2011年
㊱ 新潟県糸魚川簡裁 2012年
㊲ 栃木県大田原 2008年
㊳ 茨城県日立 2014年
㊴ 茨城県ひたちなか市 2017年
㊵ 茨城県麻生 2010年

2015年
㊶ 茨城県龍ヶ崎 2008年

2009年
2009年

㊷ 茨城県下妻 2009年
2011年

実施地域 開設時期
㊸ 茨城県つくばみらい市 2017年
㊹ 茨城県坂東市 2012年
㊺ 群馬県中之条簡裁 2014年
㊻ 埼玉県吉川市 2011年
㊼ 埼玉県八潮市 2015年
㊽ 埼玉県桶川市 2016年
㊾ 埼玉県戸田市 2011年

2014年
㊿ 埼玉県入間郡三芳町 2014年

2013年
� 埼玉県本庄市 2013年
� 千葉県佐原 2015年
� 千葉県八日市場 2011年
� 千葉県一宮 2011年
� 千葉県印西市 2015年

実施地域 開設時期
⓲ 宮城県石巻 2010年

2010年
2011年
2011年

⓳ 宮城県東松島市 2013年
⓴ 宮城県多賀城市 2016年
㉑ 山形県酒田 2008年
㉒ 山形県鶴岡 2008年
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※1　偏在解消対策地区とは
以下のいずれかに該当する地域
①地方裁判所支部管内における弁護士
1人当たりの人口が3万人以上
②簡易裁判所管内において弁護士が常
駐する法律事務所が2か所以上存在
しない地域
③市町村において弁護士が常駐する法
律事務所が存在しない地域
④その他弁護士会／弁護士会連合会が
特に必要と認めた地域

※2　特別独立開業等支援対象地区とは
地裁支部管内等において法律事務所が3か所
以下であり、かつ国選弁護・当番弁護・法律
扶助のいずれかを受任する弁護士が1人以下
の地域（実質ゼロワン地域）

実施地域 開設時期
� 石川県かほく市 2013年
� 石川県河北郡津幡町 2015年
� 石川県能美市 2017年
� 石川県小松 2012年
� 福井県武生 2015年
� 岐阜県多治見 2009年
� 岐阜県各務原市 2012年
� 岐阜県羽島郡岐南町 2014年
� 岐阜県羽島郡笠松町 2019年
� 岐阜県大垣 2011年
� 愛知県一宮 2008年

2007年
� 愛知県半田 2007年

2007年
2009年

� 愛知県清須市 2015年

実施地域 開設時期
� 愛知県津島簡裁 2011年

2011年
� 三重県伊勢 2011年

2011年
� 滋賀県長浜 2012年
� 滋賀県近江八幡市 2011年
� 京都府京丹後簡裁 2011年

2010年
� 奈良県大和郡山市 2012年
� 奈良県桜井市 2018年
� 奈良県五條 2014年
� 大阪府岸和田 2011年

2011年
� 和歌山県橋本簡裁 2009年
� 和歌山県新宮 2012年
� 兵庫県柏原 2012年
� 兵庫県三木市 2011年
� 兵庫県社 2012年

2014年
2011年

� 兵庫県龍野 2015年
2015年

100 岡山県津山 2010年
2010年

101 岡山県瀬戸内市 2013年

実施地域 開設時期
� 千葉県君津市 2017年
� 神奈川県三浦市 2011年
� 神奈川県高座郡寒川町 2011年
� 神奈川県足柄上郡開成町 2013年
� 山梨県都留 2012年
� 静岡地裁掛川 2016年
� 静岡県袋井市 2014年
� 静岡県磐田市 2014年
� 長野県伊那 2009年
� 長野県飯山簡裁 2014年
� 長野県塩尻市 2013年
� 長野県大町市 2016年
� 富山県魚津 2011年
� 富山県氷見市 2014年
� 富山県砺波簡裁 2012年
� 石川県輪島 2012年

実施地域 開設時期
102 岡山県玉野簡裁 2011年
103 岡山県新見 2011年
104 岡山県玉島簡裁 2012年
105 岡山県笠岡簡裁 2010年

2016年
106 広島県庄原市 2017年
107 広島県尾道 2008年
108 広島県三次 2010年
109 広島県可部簡裁 2010年
110 広島県呉 2009年
111 広島県廿日市市 2016年
112 広島県大竹簡裁 2010年
113 山口県柳井簡裁 2011年

2010年
114 香川県木田郡三木町 2018年
115 香川県善通寺簡裁 2011年
116 徳島県鳴門簡裁 2016年
117 徳島県板野郡藍住町 2016年
118 徳島県吉野川簡裁 2012年
119 徳島県三好市 2014年
120 高知県香南市 2014年
121 高知県宿毛市 2014年
122 福岡県行橋市 2013年
123 福岡県福津市 2015年
124 福岡県筑紫郡那珂川町 2013年

※「簡裁」は簡裁管内、「市」は市町村。上記以外は地裁支部管内

実施地域 開設時期
125 福岡県柳川 2013年
126 佐賀県三養基郡みやき町 2019年
127 佐賀県伊万里簡裁 2012年
128 佐賀県鹿島市 2015年
129 長崎県大村 2009年
130 熊本県玉名 2012年
131 熊本県上益城郡御船町 2019年
132 熊本県宇城市 2011年
133 熊本県人吉 2016年
134 熊本県上天草市 2015年
135 宮崎県日向簡裁 2016年
136 宮崎県西都簡裁 2013年
137 宮崎県都城 2011年
138 鹿児島県川内 2013年

2014年
139 鹿児島県加治木 2011年

2011年
2013年

140 鹿児島県伊集院簡裁 2014年
141 鹿児島県鹿屋 2011年

2012年
142 種子島簡裁 2017年
143 沖縄県名護 2012年

2012年
144 沖縄県島尻郡八重瀬町 2014年
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偏在解消対策地区で
独立開業するまで

⑴ 法律事務所就職後の独立開業

司法修習中・修了後就職活動

特別独立開業等支援対象地区へ開業偏在解消対策地区へ開業

⑵ 即時独立開業

一般事務所

新人弁護士等養成事務所や偏在対策拠点事務所に就職する場合、
または即時独立開業する場合のいずれでも、日弁連が毎月開催する
定期研修会に参加できます。交通費も日弁連から支給されます。

就職

移籍

　　　・新人弁護士等養成事務所
　　　・偏在対策拠点事務所
公設事務所弁護士又は偏在対応弁護士となることを目
指す弁護士を採用し、偏在解消対策地区に定着するた
めに一定期間実務経験を積ませる事務所です。

①と②の
併用不可

① 新人弁護士等養成事務所養成支援
既存の事務所が公設事務所弁護士又は偏在対応弁護士となることを
条件として、通常の勤務弁護士としてふさわしい賃金の支給又は所得
の保障をして養成する場合、一人あたりの養成費用として100万円
（上限）を給付
※支援を受けるには養成事務所登録が必要です。

② 新人弁護士等準備支援
公設事務所弁護士又は偏在対応弁護士となることを予定する新人弁護
士等への準備資金として100万円（上限）までの貸付（無利息）
※貸付の日から３年以内に公設事務所弁護士又は偏在対応弁護士と
なるなど、所定の条件を満たすと返済が免除されます。

③ 偏在対応弁護士独立開業支援
偏在解消対策地区で独立開業する弁護士への事務
所開設費用（当初の運営費用を含む）として350万円
（上限）を貸付（無利息）
※即時・早期独立の場合などは、弁護士会等から、
弁護士実務等に関する技術的支援が受けられること
が条件となります。

④ 偏在対応特別独立開業等支援
特別独立開業等支援対象地区において、③の支援
を受けようとする場合、貸付金の上限が650万円に
増額されます。（無利息）
※貸付金のうち300万円（上限）については、公益的
活動の受任状況等、業務の状況を勘案して、財務
の状況にかかわらず、返済の免除を受けられること
があります。

即時独立・開業される方等を対象とした経済的支援
弁護士が不足している地域（経済的支援の対象地域）に独立開業（定着）される場合は、開設資金及び運営

資金の貸付が受けられます。
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経済的支援の詳細な手続等については、以下の連絡先までお問い合わせください。
日本弁護士連合会　業務部業務第二課

電　話：03 ―3580 ―9918　　Ｅメール：legalcenter@nichibenren.or.jp

①  新人弁護士等養成事務所養成支援
既存の事務所が公設事務所弁護士又は偏在対応弁護士となることを条件として、通常の勤務弁護士とし

てふさわしい賃金の支給又は所得の保障をして養成する場合に、新人弁護士等1人あたり上限100万円の
養成費用を給付します。
新人弁護士等の雇用の日から3年を経過する日までに、当該弁護士が公設事務所弁護士又は偏在対応

弁護士とならなかった場合など、養成の目的が果たせなかった場合は、補助金をご返還いただくこととな
ります。
②との併用はできません。

② 新人弁護士等準備支援
おおむね2年以内に公設事務所弁護士又は偏在対応弁護士となることを予定する新人弁護士等に、そ
の準備のための費用として、上限100万円（貸付）を無利息で貸し付けます。
貸付の日から3年以内に公設事務所弁護士又は偏在対応弁護士となるなど、所定の条件を満たすと返
済が免除されます。
①との併用はできません。

③ 偏在対応弁護士独立開業支援
偏在解消対策地区で独立開業しようとする弁護士又は弁護士登録をした上で独立開業しようとする司法
修習生等に対し、事務所開設費用及び当面の運営費用として上限350万円を無利息で貸し付けます。返
済期限は貸付の日から7年以内です。一定の要件を満たすと返済の免除が受けられることがあります。

④ 偏在対応特別独立開業等支援
特別独立開業等支援対象地区において、③の支援を受けようとする場合、貸付金の上限が650万円に増
額されます。
貸付金のうち300万円（上限）については、公益的活動の受任状況等、業務の状況を勘案して、財務の

状況にかかわらず、返済の免除を受けられることがあります。

※ ③、④ともに、独立開業後、公益的活動を積極的に受任することが必要です。
即時・早期独立の場合などは、弁護士会等から、弁護士実務等に関する技術的支援が受けられることが
条件となります。

利用可能な支援の種類

日弁連ウェブサイト
「偏在対応弁護士等経済的支援、
新人弁護士等準備養成等援助について」
https://www.nichibenren.or.jp/activity/
resolution/counsel/kaso_taisaku/henzai_
shien.html

会員専用ページ
「弁護士偏在解消のための経済的支援」
https://www.nichibenren.jp/opencms/
opencms/shoshiki_manual/kaso_
henzai/henzai_shien.html

https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/shoshiki_manual/kaso_henzai/henzai_shien.html
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/counsel/kaso_taisaku/henzai_shien.html
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独立開業を考えているが何から始めればいいのかわからない
▶若手会員・修習生向け支援メーリングリスト　
　（修習生・弁護士登録後1年未満の方対象）

開業した後の事件処理等について不安・疑問がある
▶独立開業支援メーリングリスト
　（弁護士登録5年未満の方対象）

開業したが、身近に気軽に相談できる先輩弁護士がいない
▶独立開業支援チューター制度
　（弁護士登録後1年未満の方対象）
即時独立・開業された方を対象として、弁護士業務に関するア
ドバイスを行うチューター制度を実施しています。チューター弁護士は弁護士
登録後５～10年の弁護士が中心ですので、初歩的なことから気軽に相談い
ただけます。

▶弁護士業務支援ホットライン
登録５年目までの全ての弁護士を対象として、弁護士業務について幅広く
相談できる「弁護士業務支援ホットライン」を開設しています。事前予約は不要
です。祝日等を除く火曜日・木曜日の16時30分から18時30分まで、２人の先輩弁護士が１回20分
程度の無料電話相談を受け付けています（TEL：080-7854-1212・通話料は相談者負担）。

▶開業支援情報受付窓口
質問・相談をメールにて受け付けています。「開業準備や開業にあたっての各種手続」、「事件処理
に関する一般的な事柄」、「依頼者との関係、事務所の運営方法」など、お気軽にご活用ください。

技術的支援については、以下の連絡先までお問い合わせください。
日本弁護士連合会　業務部業務第一課

電　話：03―3580―9331　　Eメール：shuushoku-kaigyou@nichibenren.or.jp

修習終了後即時に独立開業される方や、いったん法律事務所に入所後1年未満の早期に独立開業される方
を対象として、以下の技術的支援を行っています。「独立開業を考えているが何から始めればいいのかわからな
い」、「身近に気軽に相談できる先輩弁護士がいない」、といった方など是非ご活用ください。

即時独立・開業される方等を対象とした技術的支援

修習生の方
http://www.nichibenren.or.jp/recruit/
lawyer/dokuritsukaigyo.html

各種制度の詳細・お申込方法は日弁連ウェブサイトをご覧ください。

その他、日弁連ウェブサイトからマニュアルや経験談集を入手することができます。
① 即時・早期独立開業マニュアル
　徹底した費用の節約と専門家としての力量アップをキーワードに弁護士開業ノウハウを集約したマニュアルです。
② 即時・早期独立経験談集
　独立までの経緯、独立にあたって準備したこと、困ったこと、良かったことなどが語られています。
③ 弁護士業務に関する質問事例集～即時・早期独立弁護士向け～
　弁護士業務について特に初歩的なＱ＆Ａを取りまとめています。
④ 書籍「弁護士のための事務所開設・運営の手引き」（日本加除出版株式会社）
　事務所開設、事務職員の雇用、業務の獲得・遂行、経理・税務、報酬の決め方について等、主に独立開業
を考えている方に役立つ情報を掲載しております。

弁護士の方
https://www.nichibenren.jp/opencms/
opencms/wakate/

「独立開業を考えているが修習中に

何をやっておくべきか」

「いつ頃から準備を始めれば良いのか」

「事務所の場所はどのように選べば良

いのか」など…

「事件処理を行う上で、どのような手

続を行えば良いのか」

「他のML参加者が同様の事案にどのよう

に対応したか聞いてみたい」など…

「事件処理についてちょっ

とした疑問が出てきたけれど、修習時の

指導担当弁護士には聞きづらい」

「依頼者との関係や事務所経営について不

安があるが、身近に相談できる先輩弁護

士がいない」といった方など…

https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/wakate/
http://www.nichibenren.or.jp/recruit/lawyer/dokuritsukaigyo.html
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地方開業の魅力につい
てですが、さまざまな話
を伝え聞く限りでは、弁
護士の「都会志向」はい
っそう強まっているよう
に感じます。確かに、都
会は経験できる事件の
種類が豊富で、また潜在的依頼者の層も広く、娯楽の幅も
広く、仕事のしやすい環境だと思います。しかし、地方開
業の魅力は、自分がこの地域に住む方々の力になれている
ということを実感しやすいことにあると思っています。また、
地域的特性として債務整理や交通事故の案件が多くなりま
すが、それ以外にもさまざまな相談を受けますので、経験
が偏るということもないと思います。
事務所の周りにも緑が多いので（写真は事務所の外の風
景です）、緑に囲まれながら仕事をしていると、慌ただしい
生活の中でもふと心が安らぐ瞬間があります。
地方で仕事をすることに魅力を感じる方がおられました
ら、選択肢の一つとして是非ご検討をいただけたらと思い
ます。

質問することができますが、なるべ
くなら、上の期の先輩弁護士に質
問できる環境があるのがベターで
す。ですが、初めから気軽に質問
をする先輩弁護士を作るのはなか
なか難しいかと思います。弁護士
会によっては、チューター制度が
ある弁護士会もあるそうですが、
私の弁護士会にはそのような制度
はなかったため日弁連のチュータ
ー制度を利用しました。チューターになっていただいた先生
も非常に質問をしやすい環境を整えてくださり、気兼ねなく
質問ができお世話になりました。現在では、弁護士登録後
5年目までの会員を対象に弁護士業務支援ホットラインとい
う、基本的な事柄から具体的事件の方針まで（電話で）相
談できる制度もあるため、そのような制度を利用することも
一つかと思います。
地方で開業することのハードルがあるのも事実ですが、
地方でしかできない仕事もあると思います。是非紹介したよ
うな制度を利用してチャレンジして欲しいです。

平成26年に、群馬県吾妻郡中之条町で開
業しました。

吾妻郡は群馬県の北西部に位置し、群馬県の面積の約5
分の1を占める広大な地域で、郡内の人口は約5万5000人
です。草津温泉、四万温泉をはじめ温泉が豊富で、軽井
沢や志賀高原とも隣接し、観光地としても名の知れたとこ
ろです。
吾妻郡には裁判所の支部がなく、管轄の地裁・家裁は
前橋本庁になりますので、期日に出頭する際には車で片道
1時間以上かかります。近くには簡易裁判所と家裁出張所
がありますが、簡裁は週1日しか裁判官が来ず、家裁出張
所は月1日のみの開廷（調停のみ）ですので、本庁へ通うこ
とがメインになります。
高齢化が進んでおり、自力で移動のできない方も多くい
ます。社会福祉協議会をお借りして出張相談を行ったりもし
ますので、裁判所への出頭以外にも、車で郡内を動き回る
ことがよくありますので、慌ただしく動き回っているというの
が実態です。
このように、移動の負担は大きいのですが、言い換えると、
この地域で生活する方々は同じ負担を抱えていることにな
り、近くに法律事務所があることが必要だと思っています。

私は、67期（2015年）に登録し、登録と同
時に、宮城県大崎市で独立開業いたしました。

登録した時点で、管内の弁護士は10名弱で、都市の規模
の割に弁護士が少なかったため当地で開業することを決め
ました。
私が開業するにあたり心配していた点は、①仕事がある
のかという営業面と②即独で仕事ができるのかという技術
面の2点でした。仕事があるのかという面については、都市
と地方でまったく違う様相であると思いますが、私の支部に
おいてはなんとかなっているというのが実情です。はじめの
うちは弁護士会や法テラスから事件の紹介がきて、数か月
もするとぽつぽつと相談の電話も鳴り始めました。
また、しっかりと仕事ができるのかという面については、
まずは自分の努力が一番必要だと思います。簡単に調べら
れることはなるべく調べる、日頃から勉強して必要な知識を
蓄える、弁護士会や日弁連の研修を受けるなどです。特に、
日弁連のeラーニング（総合研修サイト）は、基本的な内容
から発展的・専門的な内容まで備えられており、開業当初
の暇な時期はよく閲覧していました。現在は無料で使用で
き、より使いやすくなっています。また、調べてもわからな
いことは、誰かに聞くしかありません。同期などには気軽に

中之条町で開業して　　群馬県吾妻郡中之条町　小林　有斗　弁護士

大崎で開業して　　　　　　宮城県大崎市　今野　勝之　弁護士　

地方で独立開業した弁護士を紹介します

技術
的
支援

経済
的
支援
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 会員専用ページ
 「弁護士偏在解消のための経済的支援」
 （マニュアル、様式・書式等掲載）

https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/
shoshiki_manual/kaso_henzai/henzai_shien.html

Q 　弁護士登録後1年以内に独立開業するこ
とを考えています。どのような支援が受けら

れるでしょうか。

A 　登録後1年未満に独立開業する方であれば
6頁に記載の「若手会員・修習生向け支援メ

ーリングリスト」や「独立開業支援メーリングリスト」、
「独立開業支援チューター制度」の技術的支援が受け
られます。また、弁護士業務支援ホットラインも利用
可能です。さらに、開業予定地が特別独立開業等支
援対象地区（3頁）や偏在解消対策地区（3頁）であれ
ば、経済的支援として開設費や運営費の貸し付け（5頁）
を受けられます。

Q 　登録後1年以上経過してから独立開業す
る場合は、どのような支援を受けられるで

しょうか。

A 　6頁に記載の技術的支援のうち、若手会員・
修習生向け支援メーリングリストやチューター

制度については、登録後1年未満の弁護士に対象が
限定されていますが、独立開業支援メーリングリスト、
弁護士業務支援ホットラインについては登録後満5年
未満の方、またマニュアル等の各種冊子については、
日弁連ウェブサイトでどなたでもご覧いただけます。な
お、経済的支援については、弁護士であればどなた
でも利用できます。

Q 　司法修習生ですが、登録後すぐに独立開
業することを考えています。現段階から申請

は可能でしょうか。

A 　経済的支援については、司法修習生であっ
ても申請が可能です（但し、実際に出金する

のは弁護士登録後です。）。申請から出金までの手続に
は3～4ヶ月を要しますので、お早めに申請されること
をお勧めします。

Q 　経済的支援の具体的な対象地域を知るこ
とはできますか。

A 　開業を予定されている地域が具体的にお決
まりであれば、形式的な要件にあてはまるか

お調べしますのでお問い合わせください。なお、要件
を直ちに満たしていなくても、地域の実情を把握する
弁護士会が必要と判断すれば、支援対象となることも
あります。

Q 　経済的支援を受けた弁護士にはどのよう
な義務が生じるのでしょうか。

A 　国選弁護、当番弁護、民事扶助等の公益
的事件の受任義務があり、受任件数等につ

いて、定期的に報告をしていただきます。

●経済的支援について
　電　話：03 ―3580 ―9918　　メール：legalcenter@nichibenren.or.jp

●技術的支援について
　電　話：03 ―3580 ―9331　　メール：shuushoku-kaigyou@nichibenren.or.jp

●日弁連ウェブサイト

2019年10月発行

独立開業への経済的・技術的支援 
Ｑ＆Ａ

 「偏在対応弁護士等経済的支援、
  新人弁護士等準備養成等援助について」

https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/
counsel/kaso_taisaku/henzai_shien.html

https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/shoshiki_manual/kaso_henzai/henzai_shien.html
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/counsel/kaso_taisaku/henzai_shien.html

