
日弁連ひまわり基金のご案内
自治体・関係機関のみなさまへ

あなたの街に
弁護士を

いつでも、どこでも、だれでも
相談できる安心を
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弁護士ゼロワン地域

2000年4月時点 （71か所）

2020年7月現在 （2か所）

ひまわり基金法律事務所
累計121か所 （2020年7月現在）

偏在対応事務所
累計185か所 （2020年7月現在）

過疎地型法律相談センター
137か所 （2019年度）

　日本では、現在約4万人の弁護士が活動しています

が、その多くは東京や大阪などの都市部で活動していま

す。しかし、法的な紛争は誰にでも起こり得るものです

から、弁護士の少ない地域では、法的な紛争に巻き込ま

れても、適切な法的サービスが得られないということが

生じかねません。

　日本弁護士連合会（日弁連）は、全国どこでも身近な

ところに弁護士が存在し、市民が迅速かつ適切な権利

の実現を得られるような体制を整備することを目標とし

て、1996年に、弁護士過疎・偏在を解消するために全

力を挙げて取り組む決意を示した「名古屋宣言」を採択

しました。さらに、1999年９月に、その活動費用にあて

るための基金として、「日弁連ひまわり基金」を創設しま

した。本基金は、日弁連の会員である弁護士の会費を原

資としており、その累計実績額は、2019年度までで、約

46億円に達しています。

　日弁連は、本基金を通じて、弁護士が少ない地域でも

適切な法的サービスが受けられるよう、法律相談セン

ターの設置や法律事務所の開設などを進めてきました。

このような取組もあり、2000年４月時点では、全国に

71か所あった弁護士ゼロワン地域（裁判所の支部の管

轄区域内の弁護士が0人又は1人の地域）は、2020年７

月現在では、ゼロ地域は解消され、ワン地域は2か所に

まで減り、これまで弁護士のいなかった地域でも、気軽

に相談や依頼ができるようになりました。

日弁連ひまわり基金とは

【弁護士ゼロワン地域】
地方裁判所の支部の管轄を1つの地域とし
てみて、弁護士の登録がない地域を「弁護
士ゼロ地域」、1人の地域を「弁護士ワン地
域」、これらを併せて「弁護士ゼロワン地域」
といいます。

※日弁連調べ
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　法律相談センターは、弁護士法に基
づいて各都道府県に設立されている弁
護士会が運営する法律相談所です。弁
護士会が運営に当たっており、紹介状
等は不要ですので、「知っている弁護
士がおらず、誰に相談したらよいかわか
らない。」といった方も含め、どなたで
も安心してご利用いただけます。法律
相談センターは、2020年７月1日現在、
全国で300か所あり、そのうち弁護士過
疎・偏在地域にある法律相談センター
（過疎地型法律相談センター）は137

か所あります（日弁連調べ）。法律相談
センターでは、弁護士会から派遣され
る弁護士が定期的に相談場所まで出
向いて法律相談を実施します。法律相
談をしたい方は、原則として事前に予約
をしていただきますが、枠が空いてい
れば予約なしに法律相談をすることも
できます。
　日弁連は、過疎地型法律相談センター
について、「日弁連ひまわり基金」から
運営費や広報費等を援助することで、
その活動をサポートしています。また、

過疎地型法律相談センターの多くは、
自治体等と弁護士会が業務委託契約
を結び、自治体等の施設を利用して法
律相談を実施しています。自治体のご
協力をいただくことで市民の方にも広く
認知され、また、安心してより気軽に法
律相談をしていただいています。

法律相談センター設置のための取組

　公設事務所弁護士・偏在対応弁護士
のいずれについても、公益的活動の積
極的な受任義務があります。公益的活
動とは、当番弁護士として出動したり、
国選弁護事件や法律扶助事件などを
受任したりすることをいいます。これら
の事件では、弁護士費用が負担できな

い人でも、日弁連や国などの補助によ
り、弁護士に相談・依頼できる制度が
あります。このような制度では、弁護士
費用が一般的な水準よりも低額に設定
されていますが、これらの弁護士が積
極的に受任することにより、当該地域の
方々が、弁護士費用の心配を過度にす

ることなく、誰でも必要な時に適正な法
的サービスにアクセスできることを目指
しています。 

　法律相談センターがあれば、地域の
方はより気軽に相談をすることができ
ます。しかし、実際にその権利の実現の
ために弁護士に依頼するとなると打合
せなどから何度も法律事務所に行く必

要があります。このため、適切な法的サー
ビスの提供という観点からは、地元に
法律事務所があることが望まれます。
日弁連は、本基金により、ひまわり基金
法律事務所（公設事務所）の設置や独

立開業に対する支援を通じて、弁護士
過疎・偏在地域における法律事務所の
開設を推進しています。

法律事務所開設のための取組

4 公設事務所弁護士・偏在対応弁護士の活動

公益的活動の例

　弁護士ゼロワン地域に当たらない地
域でも、弁護士の偏在解消が必要な地
区（偏在解消対策地区）については、当
該地区に開業しようとする弁護士（偏
在対応弁護士）や支所を開設しようと
する弁護士法人に対して、開設に要す
る費用を援助（貸付）するなどの経済
的支援を行っているほか、開業後に
は、意見交換会や研修会などによって
その活動をサポートしています。
　また、赴任を希望する者の養成につ

いても、養成に要する費用の一部を援
助しています。
　なお、開設資金については、公益的

活動を積極的に受任するなど一定の要
件を満たした場合には、返済を免除す
る仕組みもあります。

2 偏在対応事務所

偏在解消対策地区

地方裁判所支部管轄の地域であって弁護士
1人当たりの人口が3万人以上の地域

1
簡易裁判所管轄地域であって弁護士が常駐
する法律事務所が2か所以上存在しない地域

2

市町村であって弁護士が常駐する法
律事務所が存在しない地域
3
上記1～3に準ずる地域で弁護士会又
は弁護士会連合会が指定した地域

4

国選弁護 民事法律扶助当番弁護

　公設事務所は、弁護士過疎地域にお
ける司法ニーズなどを踏まえ、日弁連・
弁護士会・弁護士会連合会の三者の合
意により設立されます。地元の自治体や
関係機関などのご要望を受けて設置を
した例も数多くあります。公設事務所の
開設が決まると、支援委員会を設置し、
また、赴任する所長候補者を公募しま
す。応募した弁護士から適任者を選定
し、選任された弁護士が開設の準備を
進め、開設するという運びになります。
開設の決定から実際に開設されるまで
の期間はおおよそ1年程度です。
　偏在対応事務所は、当該地域に独立

開業したいと考える弁護士が自ら準備
して法律事務所を開設します。本基金
による経済的支援の利用を希望する場

合には、開設を決めた後、開設の計画
や見積もり等を添えて支援の申請を行
います。

3 公設事務所・偏在対応事務所開設までの流れ

公設事務所

地元弁護士会から設置要請

日弁連・弁護士会連合会で設置について承認

所長弁護士公募・応募・選定

「◯◯ひまわり基金法律事務所」 開設

偏在対応事務所

弁護士が開設を決定

日弁連に経済的支援の申請

経済的支援の決定・援助

事務所開設

　ひまわり基金法律事務所（公設事務
所）は、弁護士過疎解消のために、日弁
連・弁護士会・弁護士会連合会の支援
を受けて開設・運営される任期制の法
律事務所です。所長として赴任した弁
護士は、2～3年程度の任期を終える
と、当該地域に定着するか、後任に事
務所を承継させて離任するかを選択す
ることができます。
　公設事務所に対しては、日弁連から
開設・運営資金の援助が行われるほ
か、事務所ごとに日弁連・地元弁護士
会・地元弁護士会連合会より推薦され
た委員からなる「支援委員会」が設置
され、所長弁護士の活動をサポートし

ています。
　公設事務所の所長は、公募により選
定されます。公設事務所の赴任希望者
を養成するために、日弁連では養成事
務所制度を作り、養成に対しても、本基
金から補助金を支給するなどしていま
す。2000年6月、島根県浜田市に「石見
ひまわり基金法律事務所」が開設され
て以来、公設事務所は累計121か所に
設置されました（2020年７月1日現在）。
うち82事務所が任期終了後に定着（一
般事務所化）、３事務所が廃止された
ため、現在稼働しているのは36事務所
です。

1 ひまわり基金法律事務所（公設事務所）

飛鸞ひまわり基金法律事務所
（長崎県平戸市・2020年7月1日開設）

ひ らん 

事務所開設の流れ
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　「ちょっと相談があるのですが…」と、ある
日、市の職員さんから当事務所に電話をい
ただきました。支援をしている方のお宅から、
未払の請求書が沢山見つかったとのこと。
早速、職員さんと一緒に、ご本人に会いに行
きました。
　障がいのあるご本人は、物事を判断する
力が十分ではなく、必要のない買い物や借
金を重ねていました。支払いが回っておら
ず、早急な支援が必要であると感じました。
そこで、市や社協の職員さんと連携し、ご本
人が住み慣れたこの地域で安心して生活し
ていけるよう、会議を重ねて課題を洗い出し
ました。
　市や社協の皆さんには福祉的支援に繋

いでいただき、お金の問題は、裁判所の後見
制度を使い、弁護士の私がサポートすること
になりました。絡まった糸をときほぐすように、
ひとつひとつ課題が整理され、支援の輪が
広がっていきました。ご本人も、少し気持ちが
軽くなったようでした。
　私が赴任している高梁市は、岡山県西部
に位置する人口３万人ほどの街です。2016
年に当事務所ができるまで約30年間、市内
に弁護士の事務所はありませんでした。相談
者の方から「高梁に先生がおらんかったら、
誰にも相談できんかった。」と言っていただい
たこともありました。困りごとを抱えたとき、地
元の弁護士に「気軽に」相談できることの大
切さを感じ、私自身、地域において、より身近
な弁護士となれるよう努力をしたいと思って
います。
　現在は、日々の業務と並行して、市の「権
利擁護等アドバイザー」を担い、多職種で
「高齢者障がい者相談会」を行うなど、市や

地域の皆さんと協力して、自らSOSを出すの
が難しい方の権利擁護に力を入れて取り組
んでいます。また、法律や弁護士の仕事を知
ってもらうため、講演や勉強会、子ども向け授
業等の活動も積極的に行っています。こうし
た活動を通して知り合った地元の方 と々の
出会いは、私の大切な財産です。地域に愛
される事務所を目指し、これからも、フットワー
ク軽く精一杯頑張っていきたいと思います。

　私は66期で2013年12月に広島弁護士会
に登録し、2016年2月に広島県廿日市市にて
独立開業しました。4人の子持ちのシングル
マザーだったので、自宅近くに開業したいと
思い、ここ廿日市市を選びました。
　廿日市市は広島市の西のベッドタウンとし
て発展し、人口約11万人の市です。日本三
景「安芸の宮島（厳島）」もあり、観光地とし
ても知られたところです。廿日市市に独立開
業を考えていたとき、他の弁護士の先生か
ら、「廿日市の人は広島市に勤めている人が
多いし、広島市に近いから、広島市の事務
所に相談に来るんじゃないかな」などと、あま
り需要がないような話を聞いていました。
　でも、私だったら、近いところに法律事務
所があれば気軽に相談に行くけどなあ…小
さい子がいると事務所まで行くのがしんどい

なあ…子育てに忙しい母などには近くに法
律事務所があるって心強いはず、そう思い、
ここ廿日市市での独立開業を決めました。
　そして、事務所開設後、生存権擁護委員
会に所属し貧困問題にも取り組んでいた経
験を活かし、廿日市市役所の生活支援セン
ターなどを中心にあいさつ回りを始めました。
市長にもお会いすることができ、ぜひ力にな
ってほしいと、固定資産税評価審査委員会
の委員に任命されました。その他にも、自死
対策にも取り組んでいる経験を活かし、市の
自死対策計画を作る際の委員（こころの健
康づくり委員会委員）にもなりました。
　事務所開設から約４年以上経った今…
廿日市市の生活支援センターや子ども課な
どとも連携し、貧困層の支援やＤＶ相談など
を総合的に行うことができるようになりました。
多大な負債を抱え死ぬことばかり考えていた
方が、生活支援センターの支援を受けながら
無事に破産手続を終え、「先生と出会えてよ

かった」と今では元気に暮らしています。ＤＶ
を受けて避難した方については、担当部署
の方や避難施設の方とも連携しながら離婚
に向けて活動しています。今では、電話一本
で迅速に連携するほどの信頼を互いに持て
るまでになっています。
　すぐ近くに法律事務所があるのは、相談
する側だけではなく、貧困や家庭問題に取
り組む職員の方にも本当に心強いと思いま
す。ぜひ、住民や職員のために、地元に一
つは法律事務所をご検討いただきたいと思
います。

現場からの声をご紹介します

支援者会議にて。いつも和気あいあいと進めています。

事務所にて。どんな相談にも真摯に対応します。

日弁連が、2020年2月、ひまわり基金法律事務所所在地の自治体及び社会福祉協議会を対象に実施したアンケート（対象112か所中回答数
70。回答率63%。）の回答から代表的なものをご紹介します。

自治体・社会福祉協議会からのアンケート回答

ひまわり基金法律事務所の活動がどのような場面で役に立ちましたか？

地域に愛される
事務所を目指して

高梁ひまわり基金法律事務所
　岸久美子 弁護士

自宅近くに開業して
広島県廿日市市　佃祐世 弁護士

つくださち よ

※公平委員会、特別職報酬等審議会、政治倫理審査会、情報公開・個人情報審査会、
空き家対策委員会、いじめ問題対策専門委員会、災害関連死認定審査会、地域包括
支援センター運営協議会、権利擁護支援センター、法人後見運営委員会、成年後見
センター等

法テラスを積極的に活用していることから、金銭面を気にせず、
市民に案内しやすかった

1 市民に弁護士を
紹介できた

（73.2％）

（33.9％）

3 講演や広報誌への
寄稿等に協力して
もらった

「市民後見人養成講座」の講師、
消費生活センターの勉強会・広報誌の寄稿

（19.6％）

5 自治体の委員等※
に就任して
もらった

かつて弁護士過疎地域であったが、
事務所の開設により、県民の満足度
の向上に繋がっている

地域の実情をよく理解してくれ、課題に一緒
に取り組み、助言をもらえてありがたい

地域で唯一の弁護士事務所であり、関係機
関と連携し、市民のために取り組んでいる

満足できる
82%

（23.2％）

4 成年後見人等に
就任してもらった 成年後見制度普及促進事業に

対する協力をしてもらった
ケア個別会議に
参加してもらった

2
（55.4％）

市民向けの法律
相談を担当して
もらった

担当者では判断困難な事例を
相談し解決することができた

消費者相談、多重債務、離婚、
相続などの法律相談、震災の
無料困りごと相談等

どちらかといえば
満足できる 18%

筑豊地区の田川法律相談センター

　福岡県弁護士会では、福岡県内にくまなく
18か所の法律相談センターを開設し、法律
事務所が少ない地域でも悩みや相談事を
抱えた方が身近な場所で「地元の弁護士」
にいち早く相談できることを目標にしています。
　しかし、誰でもどこでも弁護士の支援を受
けられる態勢づくりは弁護士会だけの努力
では不十分と考えています。そのために、自
治体等と連携して、県内のどこに住んでおら
れる方でも、相談に行くまでの時間や交通手
段の負担なく法律相談を受けられる方策を
展開してきました。その方法として、派遣相談
とチケット制があります。
　派遣相談は、自治体等と委託契約を締結
し、相談担当弁護士を派遣する方法です。
　チケット制は、自治体が発行した紹介カード
(チケット)を法律相談センターにお持ちになった

住民が無料で法律相談を受けることができる
システムです。住民が直接法律相談センター
で相談を受けられるので、自治体が相談実施
場所を確保したり受付担当職員を配置したり
する負担がなく、経費節滅にもつながります。
住民は、都合に合わせて、法律相談センター
が開いている日時に適宜相談予約を入れる
ことができますので、住民サービスとして充実
した制度という評価をいただいています。
　福岡県弁護士会の市民への法的サービ
スの特色として、福岡、北九州、筑後及び筑
豊の４地区の部会で活動している点があり
ます。派遣相談に関しては、福岡部会は31
か所、北九州部会は36か所、筑後部会は28
か所、筑豊部会は19か所の自治体等と委託
契約を結んでいます。チケット制については、
福岡部会は５か所、北九州部会は４か所、筑
後部会は２か所、筑豊部会は13か所の自治
体等と委託契約を結んでいます。
　その他、弁護士会と自治体等が日常的に
意思疎通を図り、市民の法的ニーズを共有
することが重要という考えから、自治体、社会

福祉協議会及び法律相談窓口を開設して
いる各種公的団体と福岡県弁護士会が共
同して1997年に「福岡県法律相談連絡協
議会」が設立されました。毎年、上記４地区
に分かれて、日常的に市民の相談を受ける
立場にある自治体職員その他相談窓口を
担当する方々に、ご要望の多いテーマ（遺
言、相続、高齢者の財産管理等）を中心とし
た法的知識や情報を提供するための研修
会を開催しています。
　自治体等の皆様との交流は、市民への法
的サービスの拡充に必須の協同作業と考
え、常に意識しているところです。

福岡における自治体と
連携した法的サービス
福岡県弁護士会法律相談センター運営委員会

委員長　池田耕一郎 弁護士

弁護士が身近な存在になった、
相談しやすく、市民が安心できる

ひまわり基金法律事務所に
ついての総合的な評価

（ ）ひまわり基金法律事
務所と関わりがあると
回答した団体
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お問い合わせはこちらまで

自治体内弁護士の採用
https://www.nichibenren.or.jp/
legal_info/recruit/sosikinai.html

NICHIBENREN TV-
日弁連公式動画チャンネル
https://www.youtube.com/channel/
UCWuadyWQFtHKDfNh2ybkKpg

日本司法支援センター
（法テラス）
https://www.houterasu.or.jp/

担当窓口／日弁連業務部業務第二課 日弁連ウェブサイト　
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/kaso_taisaku.html
HOME > 私たちの活動 > 利用しやすい司法の実現 > 
あなたのまちに弁護士を～弁護士過疎偏在対策～

　日弁連では、
①地方裁判所の管轄区域に該当する地域
で、弁護士１人当たりの人口が3万人を超
える地域
②簡易裁判所の管轄地域に該当する地域
で法律事務所が2か所以上存在しない
地域
③法律事務所が存在しない市町村のほか、
これに準ずる地域として、当該地域を管轄
する弁護士会又は弁護士会連合会が指
定し、日弁連が当該指定を承認した地域

を偏在解消対策地区として、当該地域に独
立開業する弁護士に補助金の貸付を行って
います。
　また、偏在解消対策地区のうち、より必要
性の高い地域を特別独立開業等支援対象
地区とし、貸付けする補助金の上限を増や
し、より手厚い対策を取っています。

偏在対応弁護士独立開業支
援補助金の支給対象となる地
域はどんな地域ですか。

Q5

　ひまわり基金法律事務所（公設事務所）に
ついては、要件に該当する地域について、弁
護士会等からの要請を基に当該地域の実
情などを踏まえて、日弁連が設置の当否を判
断します。
　偏在対応事務所は、当該地域で独立開
業したいという弁護士が開業を決め、日弁
連に開設費用の補助を申請することになり
ます。
　いずれの場合にも、地元のニーズは重要
な判断要素になりますので、弁護士会に情
報提供・ご相談をいただければと思います。
　公設事務所や偏在対応事務所の設立の
流れについては、「公設事務所・偏在対応事
務所開設までの流れ」（p.4）をご参照くださ
い。詳しくお聞きになりたい場合は、末尾記
載の担当窓口へお気軽にご連絡ください。

自分の地域に弁護士にきて
もらうには、どうすればいい
ですか。

Q6

　国が司法過疎対策の一環として設立した
機関である「日本司法支援センター（法テラ
ス）」に勤務している弁護士や、任期付職員
等として各自治体に採用される弁護士もいま
す。詳しくは末尾記載のパンフレット等をご覧
ください。

法律相談センター・公設事務
所弁護士・偏在対応弁護士の
ほかに、どのような弁護士の
活動がありますか？

Q7

　弁護士ゼロワン地域のほか、地方裁判所
支部の管轄区域内の法律事務所数が３以
下又は４～10の地域が対象です。地元弁護
士会からの要請に基づき、日弁連・地元弁護
士会連合会の承認を経て、設置することが
できます。

Q4 ひまわり基金法律事務所（公設
事務所）の開設の対象となる
地域はどんな地域ですか。 

　法律相談センターの運営は、各都道府県
の弁護士会が行っています。弁護士会によっ
ては、出張相談等のご要望に応じているとこ
ろもありますので、お近くの弁護士会にお問
い合わせください。

Q3 自分の自治体でも法律相談を
やってほしいのですが、どうす
ればいいですか。

　地域の住民の方から個別にご依頼を受
けて、紛争の解決や予防に向けて活動を行
うほか、自治体の各種委員に就任したり、職
員や市民向けの講座を担当したりすること
でお役に立っている例が多いようです。自治
体や関係機関の方々がどのように感じて
いらっしゃるかについては、アンケート結果
（p.6）をご覧ください。

Q2 地域に弁護士がいると
どんなメリットがありますか。

　弁護士ゼロワン地域とは、地方裁判所の
支部の管轄区域単位で弁護士が0又は1人
の地域です。弁護士は、紛争が生じたときに
当事者のどちらか一方の代理人として活動
します。このため、弁護士が2人以上いない
と、紛争が生じたときに当事者のどちらか一
方は弁護士にも相談できないという事態が
生じかねません。日弁連としては、これらの管
轄単位で最低でも2人以上の弁護士がいる
必要があると考えています。

Q1 弁護士ゼロワン地域とは何で
すか。また、どうしてゼロワン
地域を解消する必要があるの
でしょうか。

電話／03-3580-9942　　
メール／legalcenter@nichibenren.or.jp
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