
中小企業のリーガルアクセス
― 中小企業と弁護士の関係―

日弁連中小企業法律支援センター

副本部長 池田 耕一郎 （福岡県弁護士会）

～この１０年間の到達点と課題～

２０２２年（令和４年）７月１９日

中小企業と弁護士との関係

【日弁連が組織としての中小企業支援活動に踏み出した理由】

 我が国における中小企業・小規模事業者の存在意義

企業数の９９％以上 雇用の７割 経済の基盤

 あらゆる企業活動が法制度の枠組みの中で展開

→ 中小企業の日常運営にはすべて法律が関係する

 かつて →  個々の弁護士の業務

日弁連及び弁護士会が組織的に関わっていくことの必要性を認識
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日弁連における中小企業支援活動の軌跡
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※中小企業が弁護士へアクセスするための方策の検討など

を目的とした活動を開始

【２００６年（平成１８年）６月】

弁護士業務総合推進センターに

「中小企業関連業務推進ＰＴ」を設置

【２００８年（平成２０年）７月】

法的サービス企画推進センター

「中小企業支援ＰＴ（小委員会）」へ
（弁護士業務改革委員会・中小企業支援小委員会）

日弁連における中小企業支援活動の軌跡
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《調査結果から見えたもの》

 中小企業にとって、弁護士は「裁判等の法的手続の専門家」

 法的課題の相談相手として認識されていない

弁護士の利用、リピート促進のためには

↓
裁判外業務への対応、日常的な相談相手としての認知度を高める

↓
新組織体制の構築、「ひまわりほっとダイヤル」の創設へ

【２００６年（平成１８年）及び２００７年（平成１９年）】

中小企業の弁護士ニーズ全国調査【１回目】



日弁連における中小企業支援活動の軌跡
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【２００８年（平成２０年）９月８日】

中小企業関連業務の推進に関する提言

① 諸団体等との協力関係の構築

② 養成と研修制度の充実

③ 表示制度の検討

④ 情報提供と紹介制度の構築

⑤ 関連士業等とのネットワークの構築

⑥ 中小企業に対する積極的な啓蒙活動

⑦ 弁護士の役割についての広報

⑧ 継続的な調査・研究

⑨ 立法活動等の促進

日弁連における中小企業支援活動の軌跡
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【２００９年（平成２１年）１１月】

「日弁連中小企業法律支援センター」発足

《活動の基本方針》

① 中小企業のニーズに応えることを徹底的に追求する。

② 中小企業の弁護士とのアクセス障害解消を目指す。

③ 弁護士の中小企業法務問題への対応能力を高め、実践的なスキル

を身につけた弁護士の育成をはかる。

④ 組織的かつ全国的な対応ができる体制整備を目指す。



日弁連における中小企業支援活動の軌跡
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【２０１０年（平成２２年）４月】

「ひまわりほっとダイヤル」を開設・運用開始

組織的かつ全国的な対応ができる体制づくりとして

日弁連における中小企業支援活動の軌跡
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《調査結果から見えたもの》

 困りごと相談の満足度

 顧問弁護士に対する満足度の高さ

 専門性を有する弁護士へのニーズ

 「ひまわりほっとダイヤル」の認知度の高まり

 中小企業向け弁護士保険（権利保護保険）の開発・拡充も課題

【２０１６年（平成２８年）】

中小企業の弁護士ニーズ全国調査【２回目】



日弁連における中小企業支援活動の軌跡
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【２０１７年（平成２９年）５月２６日 日本弁護士連合会第６８回定期総会】

「中小企業・小規模事業者に対する法的支援を更に積極
的に推進する宣言」

① 弁護士会による相談・紹介制度の充実

② 関係機関・団体等との連携・協力関係構築の推進・強化

③ 調査・研究・提言と実践及び費用面でのアクセス障害の解消

④ 研修制度の充実等による提供業務の高度化

⑤ 広報・啓発

中小企業のアクセス障害の克服
～ひまわりほっとダイヤルの周知・充実～
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 アクセスの容易さ → 相談時の心理的負担軽減

 緊急時のセーフティーネットとしての意義も

災害時の相談・情報提供

新型コロナウイルス感染拡大を受けた相談

 連携先への周知・広報活動の充実がカギ

電話をかければ、もしくはオンラインで申し込めば、

最寄りの弁護士会に

→ 担当弁護士から折り返しの連絡



中小企業のアクセス障害の克服
～ひまわりほっとダイヤルの周知・充実～
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中小企業のアクセス障害の克服
～ひまわりほっとダイヤルの周知・充実～
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ひまわりほっとダイヤル 利用実績

２０１０年度（平成２２年度）～２０２１年度（令和３年度）

《全国の受電件数の総累計》
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ひまわりほっとダイヤル 利用者の架電の経緯
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ひまわりほっとダイヤル 利用者の相談内容
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ひまわりほっとダイヤル 利用者の業種
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中小企業のアクセス障害の克服
～全国一斉無料相談会・シンポジウム等の実施～
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２００８年（平成２０年）より、年に１回、各弁護士会において

全国一斉で、無料相談会、シンポジウム（講演会・セミナー）を実施

↓

２０１５年（平成２７年）

「ひまわりほっと法律相談会」 に名称変更

↓

２０１９年（令和元年） 中小企業庁において

中小企業基本法の公布・施行日である７月２０日を「中小企業の日」に

↓

２０２０年度（令和２年度）より「中小企業の日」を中心とした日程で開催

中小企業と弁護士相互がアクセスしやすい環境整備の端緒として

中小企業関係機関・団体等との連携

《中小企業庁との連携（共同コミュニケ、定期協議等）》
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2007年 2⽉ 6⽇ 中⼩企業の法的課題解決⽀援のための中⼩企業庁と⽇本弁護⼠連合会の連携について

2010年 3⽉18⽇ 中⼩企業の法的課題解決⽀援のための経済産業省中⼩企業庁と⽇本弁護⼠連合会の連携強化
について

2011年 6⽉15⽇ 中⼩企業の法的課題解決⽀援に向けた中⼩企業庁と⽇本弁護⼠連合会の連携の拡充について
〜震災復興のために〜

2013年 2⽉25⽇ 中⼩企業⾦融円滑化法への対応及び中⼩企業の海外展開の⽀援に関する中⼩企業庁と
⽇本弁護⼠連合会の連携の強化について

2015年 3⽉10⽇ 中⼩企業の事業再⽣⽀援に向けた中⼩企業庁と⽇本弁護⼠連合会の連携拡充について

2021年 6⽉ 9⽇ 中⼩企業の事業承継・引継ぎ⽀援に向けた中⼩企業庁と⽇本弁護⼠連合会の連携の拡充
について



中小企業関係機関・団体等との連携

《日本政策金融公庫との連携（覚書の締結、各地での活動）》

《中小企業基盤整備機構との連携（協定書の締結、定期協議等）》
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2011年 4⽉27⽇ 中⼩企業⽀援に関する覚書 締結

2011年 6⽉15⽇ 東⽇本⼤震災によって被害を受けた中⼩企業⽀援に関する協定書 締結

各地における中小企業関係機関・団体等との連携の促進

《中小企業支援に関する意見交換会～中小企業における弁護士の活用場面》

 弁護士自身の意識改革（地元弁護士との意見交換）も目的の１つ
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第１回 熊本県（2010年9⽉） 第11回 徳島（2013年7⽉） 第21回 静岡県（2017年2⽉）

第２回 ⻘森県（2010年11⽉） 第12回 釧路（2013年11⽉） 第22回 三重（2017年7⽉）

第３回 新潟県（2011年2⽉） 第13回 群⾺（2014年2⽉） 第23回 ⼭梨県（2017年11⽉）

第４回 和歌⼭（2011年６⽉） 第14回 岡⼭（2014年7⽉） 第24回 ⾼知（2018年2⽉）

第５回 ⿃取県
島根県（2011年7⽉） 第15回 岩⼿（2014年11⽉） 第25回 奈良（2018年6⽉）

第６回 函館（2011年9⽉） 第16回 ⿅児島県（2015年6⽉） 第26回 千葉県（2018年11⽉）

第７回 沖縄（2012年2⽉） 第17回 栃⽊県（2015年9⽉） 第27回 福島県（2019年7⽉）

第８回 福井（2012年5⽉） 第18回 ⼤分県（2016年2⽉） 第28回 滋賀（2019年10⽉）

第９回 宮崎県（2012年9⽉） 第19回 広島（2016年6⽉） 第29回 ⾦沢（2020年2⽉）

第10回 ⻑野県（2013年1⽉） 第20回 ⻑崎県（2016年9⽉）
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士業団体との連携について（事例）

日本税理士会連合会

 事業引継ぎに対応できる弁護士の紹介に関する協力

 日弁連・日税連共同での国税照会

日本公認会計士協会

 金融円滑化法終了にあたっての特定調停スキームの検討（勉強会・
意見交換会など）

 事業承継（事業承継における経営者保証ガイドライン含む）に関す
る意見交換等

他の士業団体との連携

分野ごとの活動

① 事業再生・廃業支援

 事業再生研究会、キャラバン、マンガパンフレットetc.

② 事業承継支援

 キャラバン、事業承継・引継ぎ支援センターとの連携、マンガパンフレット

etc.

③ 創業支援

 ＤＢＪとの連携、創業者向けパンフレット、創業ハンドブックetc.

④ 海外展開・国際業務支援

 日弁連中小企業国際業務支援弁護士紹介制度
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特定調停キャラバン

「新しい特定調停スキーム活用セミナー」～新たな中小企業再生支援の有効策～
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第１回 福岡県（2015年2⽉） 第８回 神奈川県（2017年2⽉）

第２回 愛知県（2015年6⽉） 第９回 ⻑野県（2017年9⽉）

第３回 仙台（2015年9⽉） 第10回 京都（2017年12⽉）

第４回 札幌（2016年2⽉） 第11回 静岡県（2018年3⽉）

第５回 新潟県（2016年5⽉） 第12回 ⻑崎県（2018年7⽉）

第６回 岡⼭（2016年9⽉） 第13回 旭川（2018年11⽉）

第７回 徳島（2016年11⽉） 第14回 奈良（2019年2⽉）

※計画していた千葉県、福岡県（２回目）のキャラバンについては、新型コロナの影響により延期

分野ごとの活動 事業再生・廃業支援

《事業再生シンポジウム》
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開催時期 開催場所等 テーマ

2015年3⽉ クレオ 特定調停スキームの活⽤と経営者保証ガイドラインの運⽤

2016年3⽉ クレオ 特定調停スキームと経営者保証ガイドラインの運⽤と実例

2017年2⽉ クレオ 特定調停による事業再⽣の多⽤な展開
新たな廃業⽀援スキームの始動と再⽣スキームのケーススタディ

2018年4⽉ クレオ 経営者保証に関するガイドラインの多様な展開と特定調停による活⽤

2019年4⽉ クレオ 事業承継と事業再⽣を⼀体で進めるために

2020年 ※ 4⽉に実施予定も、新型コロナウィルス感染症拡⼤の影響により中⽌ ※

2021年4⽉ オンライン ウィズコロナ時代における事業再⽣・廃業⽀援の在り⽅

2022年5⽉ オンライン アフターコロナに向けて⾦融機関と弁護⼠はどのような⽀援ができるのか
〜事業再⽣等に関するガイドラインと経営者保証ガイドラインへの期待〜

分野ごとの活動 事業再生・廃業支援



《事業承継キャラバン》

25

分野ごとの活動 事業承継支援

第１回 福岡県（2018年11⽉）

第２回 広島（2019年6⽉）

第３回 奈良（2019年11⽉）

第４回 仙台（2020年2⽉）

※計画していた沖縄、大阪のキャラバンについては、新型コロナの影響により延期

弁護士のスキルアップを支援する活動
～研修制度の充実による提供業務の高度化～
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《ライブ実務研修》

実施
年度 講 座 名 公開中

1 2011 中⼩企業政策と資⾦繰り・資⾦調達 ○

2 2012 ⾦融円滑化法の終了に伴う中⼩企業⽀援と弁護⼠の役割 ×

3 2012 独占禁⽌法の優越的地位の濫⽤と下請法 ×

4 2013 中⼩企業⾦融円滑化法終了への対応における弁護⼠の実務 ×

5 2014 下請法研修会〜中⼩企業の総合的なサポートのために〜 ○

6 2014 中⼩企業⽀援の実務に関する連続講座 第1回「創業⽀援」 ○

7 2016 弁護⼠のための企業会計連続講座 第3回「経営分析と会計不正」 ○

8 2016 弁護⼠のための企業会計連続講座 第4回「企業価値評価と財務デューデリジェンスの実務」 ○

9 2016 弁護⼠のための企業会計連続講座 第5回「経営改善計画の作成と再⽣⼿法の会計税務処理」 ○

10 2018 中⼩企業の事業承継⽀援の全体像（⼊⾨編）連続講座 第1回「事業承継⽀援の概要」 ○

11 2018 中⼩企業の事業承継⽀援の全体像（⼊⾨編）連続講座 第2回「法務・税務・経営のポイント」 ○



弁護士のスキルアップを支援する活動
～研修制度の充実による提供業務の高度化～
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《ｅラーニング》

制作
年度 講 座 名 公開中

1 2011 中⼩企業のための会計と税務 ×
2 2013 中⼩企業のための事業承継コンサルティング ×

3 2015 中⼩企業の事業再⽣（私的整理）に関する連続講座
第1回「⾦融機関との交渉、関係」 ○

4 2015 事業再⽣及び経営者保証ガイドライン活⽤のための特定調停⼿続の新運⽤の実務 ○

5 2015 中⼩企業の事業再⽣（私的整理）に関する連続講座
第2回「中⼩企業の私的整理における経営改善」 ○

6 2015 中⼩企業の事業再⽣（私的整理）に関する連続講座
第3回「社⻑や社員との関係、事業再⽣と弁護⼠倫理」 ○

7 2015 中⼩企業の事業再⽣（私的整理）に関する連続講座
第4回「中⼩企業の事業再⽣に特有の諸問題」 ○

8 2016 弁護⼠のための企業会計連続講座 第1回「会計⼊⾨」 ○
9 2016 弁護⼠のための企業会計連続講座 第2回「会計基準」 ○
10 2017 特定調停の⼿引き（廃業型）の解説 ○

弁護士のスキルアップを支援する活動
～研修制度の充実による提供業務の高度化～

28

《ｅラーニング》

制作
年度 講 座 名 公開中

11 2018 事業承継の実務に関する連続講座 第1回「事業承継関連施策及び経営承継円滑化法の説明」 ○
12 2018 事業承継の実務に関する連続講座 第2回「事業承継における『資産の承継』」 ○
13 2018 事業承継の実務に関する連続講座 第3回「新たに創設された『事業承継税制』について」 ○
14 2018 事業承継の実務に関する連続講座 第4回「『経営の承継』〜事業の承継・知的資産の承継〜」 ○
15 2018 事業承継の実務に関する連続講座 第5回「事業引継ぎ（M&A）」 ○

16 2018 事業承継の実務に関する連続講座 第6回
「債務超過企業の事業承継・廃業⽀援と、経営者保証ガイドラインの積極的活⽤」 ○

17 2018 中⼩企業法務の基礎 第1回【基礎編】 ○
18 2018 中⼩企業法務の基礎 第2回【分野別編】 ○
19 2019 優越的地位濫⽤と下請法の概要と留意点 ○
20 2020 「コロナ倒産」を回避する︕危機対応の資⾦繰り対策 ○



弁護士のスキルアップを支援する活動
～研修制度の充実による提供業務の高度化～

29

《ｅラーニング》
制作
年度 講 座 名 公開中

21 2020 経営者保証に関するガイドラインの概要とガイドラインに基づく保証債務整理『単独型』の
進め⽅ ○

22 2020 事業承継における経営者保証ガイドライン特則と中⼩Ｍ＆Ａガイドライン
（旧事業引継ぎガイドライン改訂） ○

23 2020 新型コロナウイルスにより影響を受けた事業者の倒産回避対策 ○

24 2021 事業承継の⼿法としてのM&Aの実務に関する連続講座
第１回「M&Aを利⽤した事業承継の流れと弁護⼠の役割」 ○

25 2021 事業承継の⼿法としてのM&Aの実務に関する連続講座
第２回「⼿続選択（株式譲渡，事業譲渡，会社分割）と⼿続の解説」 ○

26 2021 事業承継の⼿法としてのM&Aの実務に関する連続講座
第３回「M&Aに関する契約書作成・チェック時の留意点」 ○

27 2021 事業承継の⼿法としてのM&Aの実務に関する連続講座
第４回「清算⼿続（通常清算と特別清算の実務）」 ○

28 2021 事業承継の⼿法としてのM&Aの実務に関する連続講座
第５回「経営者の相談者としての弁護⼠の役割」 ○

29 2021 コロナ禍における資⾦繰り⽀援策とこれからの中⼩企業⽀援 ○

30 2021 働き⽅改⾰，フリーランス等新しい働き⽅を巡る独禁法・下請法上の問題（域外適⽤の問題
を含） ○

30

開催時期 開催回 開催地 分科会 テーマ

2009年11⽉ 第16回 愛媛 第4分科会 中⼩企業と弁護⼠の役割
〜中⼩企業⽀援業務の充実に向けて〜

2011年11⽉ 第17回 横浜 第8分科会 中⼩企業の⾝近で頼れるサポーターとなるために
〜中⼩企業を⽀援するネットワークの提⾔と実践〜

2013年11⽉ 第18回 神⼾ 第7分科会 弁護⼠による中⼩企業の海外展開⽀援
〜あなたの町の中⼩企業の挑戦を⽀えよう〜

2015年10⽉ 第19回 岡⼭ 第1分科会 創業⽀援・弁護⼠活⽤法
〜弁護⼠があなたの創業チャレンジをサポートします〜

2017年9⽉ 第20回 東京 第8分科会 事業承継における弁護⼠の役割と、他仕業・団体との連携
〜⽇本を⽀える中⼩企業の存続のために〜

2019年9⽉ 第21回 京都 第6分科会 「事業承継」その先へ
〜弁護⼠による事業承継の対応や承継後の事業の維持・

発展に向けた弁護⼠の役割〜
2022年9⽉
（予定）

第22回 名古屋 第5分科会 「顧問契約」にイノベーションを︕弁護⼠は中⼩企業の
成⻑・発展にもっと貢献できる

弁護士のスキルアップを支援する活動
～弁護士業務改革シンポジウム分科会における報告～
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弁護士のスキルアップを支援する活動
～中小企業支援に関する各分野の研究・書籍の発刊～

『中小企業事業再生の手引き』（商事法務）

（2012年（平成24年）7月刊行）

〈主要目次〉

序 章

第１章 事業再生とは

第２章 具体的対応方法

第３章 私的整理

第４章 中小企業再生支援協議会

第５章 特定調停手続

第６章 事業再生ADRと私的整理

ガイドライン

第７章 民事再生手続

第８章 諸問題

32

弁護士のスキルアップを支援する活動
～中小企業支援に関する各分野の研究・書籍の発刊～

『中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き』（商事法務）

（2013年（平成25年）2月刊行）

〈主要目次〉

第１部 金融円滑化法の出口対応

第２部 中小企業金融円滑化法出口

戦略に関するシンポジウム

Ⅰ【基調講演】

中小企業再生支援協議会の取組みについて

Ⅱ【パネルディスカッション】

各地域での事業再生の活動報告

第３部 巻末資料
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弁護士のスキルアップを支援する活動
～中小企業支援に関する各分野の研究・書籍の発刊～

『中小企業再生のための特定調停手続の新運用の実務

―経営者保証に関するガイドライン対応』（商事法務）

（2015年（平成27年）2月刊行）

〈主要目次〉
１ 特定調停手続の新運用の概要
２ 中規模モデル事例
３ 小規模中小企業の事例案
４ 新運用による特定調停手続を利用した

事業再生の一例
５ 経営改善計画の策定
６ 認定支援機関の活用方法
７ 弁護士による経営改善支援
８ 特定調停手続における税務上の取扱い
９ 経営者保証GLの概要と特定調停スキームで

の運用
10 経営者保証GLの実務運用事例

34

弁護士のスキルアップを支援する活動
～中小企業支援に関する各分野の研究・書籍の発刊～

『中小企業法務のすべて』（商事法務）

（初版：2017年（平成29年）３月 第２版：編集作業中）

〈主要目次〉

第１部 弁護士・弁護士会による中小企業支援

第１章 弁護士・弁護士会による中小企業支援の

あり方

第２章 中小企業を取り巻く状況

第２部 各 論

第１章 創業支援

第２章 日常的な中小企業法務

第３章 事業拡大時の問題

第４章 海外展開支援

第５章 事業承継

第６章 事業再生

第７章 廃業支援・第二創業支援
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弁護士のスキルアップを支援する活動
～中小企業支援に関する各分野の研究・書籍の発刊～

『事業承継法務のすべて』（きんざい）

（初版：2018年（平成30年）３月 第２版：2021年（令和３年）9月）

〈主要目次〉

第１部 事業承継の重要性

第２部 事業承継に向けた準備の進め方

第３部 類型ごとの課題と対応

第４部 第三者承継：中小M&Aガイドライン

第５部 事業承継の円滑化に資する手法

第６部 個人事業主の事業承継

第７部 ポスト事業承継

第８部 事業承継をサポートする仕組み

中小企業への情報提供のためのパンフレット等の制作

『弁護士会による中小企業法律支援活動

（事例集）

～中小企業法律支援活動の更なる充実

のために～』

（２０１６年（平成２８年）１２月）

36



中小企業への情報提供のためのパンフレット等の制作

『社長！廃業のまえに考えて！

～弁護士に聞いてみよう

頼りになります 特定調停』

（２０１７年（平成２９年）４月）

37

中小企業への情報提供のためのパンフレット等の制作

『創業者が知っておきたい８つの法的ポイント

起業で失敗したくないあなたへ！！』（２０１９年（平成３１年））

38



中小企業への情報提供のためのパンフレット等の制作

『さぁはじめよう！事業承継

マンガでわかる弁護士と一緒に

安心・納得の事業承継』

（２０２２年（令和４年）３月）

39

中小企業の弁護士へのアクセスをより円滑にするための工夫

40

① 専門性の向上を目指した研修・情報提供の充実

② 各支援機関・団体との連携のさらなる推進

③ 新たなツール、アクセス方法の開発・検討

～ウイズコロナ、アフターコロナ時代～



中小企業の弁護士へのアクセスをより円滑にするための工夫

41

【具体的な活動】

 各地の事業承継・引継ぎ支援センターとの連携

 Ｍ＆Ａパイロット事業の展開

→来年度以降、さらに実施地域が拡がります

 各種ガイドラインの周知と現場での活用、実践活動

 創業ハンドブックの製作

 法改正、新たな課題に即応した研修コンテンツの制作

 各種キャラバンの復活と展開

日弁連中小企業法律支援センターの役割

 国の次の施策をいち早く知ることができる

 運営委員を通じて各弁護士会に共有

 各地の弁護士会の実践活動の共有

 毎月の運営委員会

 全国弁護士会中小企業支援連絡協議会

 知見を有する会員を講師として派遣

 会員のスキルアップを応援

42

各地の活動に
スパイスを



日弁連中小企業法律支援センターの役割

日弁連中小企業企業法律支援センターに

ドンドン相談してください！！

43

各機関、団体にもう一歩
近づくためのヒントが

ほしい！

現在の活動に
さらなる刺激が

ほしい！


