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ひまわり基金法律事務所（公設事務所）は、弁護士過疎の問題を解消するために、日本弁護士連
合会（日弁連）、弁護士会及び弁護士会連合会の三者の支援を受けて開設される法律事務所です。
日本には、約4万人の弁護士がいますが、その多くが県庁所在地などの都市部に集中しており、弁

護士が少ない地域（弁護士過疎地域）では、弁護士に相談・依頼をしたくても、近くにいないために
難しいという司法アクセス障害の問題があります。
日弁連では、弁護士過疎・偏在の改善を図るため､いつでも、どこでも、だれでも、弁護士に相談・

依頼ができるように、弁護士の会費を主な財源とする「日弁連ひまわり基金」を1999年9月に設置し、
2000年から公設事務所を設立しています。
公設事務所は、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地に累計で120か所設置され、42か所が

稼働中です。これにより、弁護士過疎地域は大幅に減少し、1999年当時、74か所あった弁護士ゼ
ロワン地域は、弁護士ワン地域の1か所になりました※。
公設事務所の所長弁護士（公設事務所弁護士）には、自ら赴任を希望し、選定された弁護士が就

任し、日々精力的に活動しています。全国の公設事務所弁護士の活動により、地域の司法アクセス改
善が図られているのです。 （人数等のデータは、2019年5月1日現在のものです。）

※ 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」、弁護士
登録が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。

ひまわり基金法律事務所（公設事務所）とは

定着または協定に基づき終了したひまわり基金法律事務所
当時の事務所名 所在地

1 宗谷ひまわり基金法律事務所 北海道稚内市

2 網走ひまわり基金法律事務所 北海道網走市

3 オホーツク北斗ひまわり基金法律事務所 北海道網走市

4 北見ひまわり基金法律事務所 北海道北見市

5 中標津ひまわり基金法律事務所 北海道標津郡

6 倶知安ひまわり基金法律事務所 北海道虻田郡

7 伊達ひまわり基金法律事務所 北海道伊達市

8 室蘭ひまわり基金法律事務所 北海道室蘭市

9 ひだかひまわり基金法律事務所 北海道日高郡

10 むつひまわり基金法律事務所 青森県むつ市

11 五所川原ひまわり基金法律事務所 青森県五所川原市

12 三沢ひまわり基金法律事務所 青森県三沢市

13 十和田ひまわり基金法律事務所 青森県十和田市

14 白神ひまわり基金法律事務所 秋田県能代市

15 能代ひまわり基金法律事務所 秋田県能代市

16 二戸ひまわり基金法律事務所 岩手県二戸市

当時の事務所名 所在地
久慈ひまわり基金法律事務所 岩手県久慈市

17 宮古ひまわり基金法律事務所 岩手県宮古市

18 花北ひまわり基金法律事務所 岩手県花巻市

19 北上ひまわり基金法律事務所 岩手県北上市

20 北上ひまわり基金法律事務所（第二） 岩手県北上市

21 いわて三陸ひまわり基金法律事務所 岩手県陸前高田市

22 横手ひまわり基金法律事務所 秋田県横手市

23 気仙沼ひまわり基金法律事務所 宮城県気仙沼市

24 登米ひまわり基金法律事務所 宮城県登米市

25 米沢ひまわり基金法律事務所 山形県米沢市

26 新発田ひまわり基金法律事務所 新潟県新発田市

27 震災復興をめざす中越ひまわり基金法律事務所（終了） 新潟県長岡市

28 上越ひまわり基金法律事務所 新潟県上越市

29 輪島ひまわり基金法律事務所 石川県輪島市

30 鹿嶋ひまわり基金法律事務所 茨城県鹿嶋市

31 神栖ひまわり基金法律事務所 茨城県神栖市
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：現在稼働中のひまわり基金法律事務所が含
まれる地裁支部（一部独立簡裁地域を含む）
：定着したひまわり基金法律事務所が含まれ
る地裁支部（同上）

当時の事務所名 所在地
32 佐原ひまわり基金法律事務所 千葉県香取市

33 銚子ひまわり基金法律事務所 千葉県銚子市

34 都留ひまわり基金法律事務所 山梨県都留市

35 伊東ひまわり基金法律事務所 静岡県伊東市

36 京丹後ひまわり基金法律事務所 京都府京丹後市

37 宮津ひまわり基金法律事務所 京都府宮津市

38 園部ひまわり基金法律事務所 京都府南丹市

39 亀岡ひまわり基金法律事務所 京都府亀岡市

40 山城ひまわり基金法律事務所 京都府京田辺市

41
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

兵庫県丹波市

42 たつのひまわり基金法律事務所 兵庫県たつの市

43 淡路島ひまわり基金法律事務所 兵庫県洲本市

44 御坊ひまわり基金法律事務所 和歌山県御坊市

45 新宮ひまわり基金法律事務所 和歌山県新宮市

46 鳥取ひまわり基金法律事務所 鳥取県鳥取市

当時の事務所名 所在地
47 倉吉ひまわり基金法律事務所 鳥取県倉吉市

48 浜田ひまわり基金法律事務所 島根県浜田市

49 石見ひまわり基金法律事務所 島根県浜田市

50 新見ひまわり基金法律事務所 岡山県新見市

51 備北ひまわり基金法律事務所 広島県三次市

52 萩ひまわり基金法律事務所 山口県萩市

53 美馬ひまわり基金法律事務所 徳島県美馬市

54 阿南ひまわり基金法律事務所 徳島県阿南市

55 ひまわり基金法律事務所大洲 愛媛県大洲市

56 平戸ひまわり基金法律事務所 長崎県平戸市

57 五島ひまわり基金法律事務所 長崎県五島市

58 有明ひまわり基金法律事務所 長崎県島原市

59 島原ひまわり基金法律事務所 長崎県島原市

60 山鹿ひまわり基金法律事務所 熊本県山鹿市

61 荒尾ひまわり基金法律事務所 熊本県荒尾市

62 玉名ひまわり基金法律事務所 熊本県玉名市

当時の事務所名 所在地
63 八代ひまわり基金法律事務所 熊本県八代市

64 天草ひまわり基金法律事務所 熊本県天草市

65 人吉・球磨ひまわり基金法律事務所 熊本県人吉市

66 くま川ひまわり基金法律事務所 熊本県人吉市

67 日向入郷地区ひまわり基金法律事務所 宮崎県日向市

68 西都ひまわり基金法律事務所 宮崎県西都市

69 小林ひまわり基金法律事務所 宮崎県小林市

70 日南ひまわり基金法律事務所 宮崎県日南市

71 鹿屋ひまわり基金法律事務所 鹿児島県鹿屋市

72 知覧ひまわり基金法律事務所 鹿児島県南九州市

73 奄美ひまわり基金法律事務所（終了） 鹿児島県奄美市

74 末 広 町 法 律 事 務 所 鹿児島県奄美市

75 あ ま み 法 律 事 務 所 鹿児島県奄美市

76 宮古島ひまわり基金法律事務所 沖縄県宮古島市

77 石垣ひまわり基金法律事務所 沖縄県石垣市

事務所名 所在地
❶ 稚内ひまわり基金法律事務所 北海道稚内市

❷ オホーツク枝幸ひまわり基金法律事務所 北海道枝幸郡

❸ 名寄ひまわり基金法律事務所 北海道名寄市

❹ 紋別ひまわり基金法律事務所 北海道紋別市

❺ 流氷の町ひまわり基金法律事務所 北海道紋別市

❻ 留萌ひまわり基金法律事務所 北海道留萌市

❼ オロロンひまわり基金法律事務所 北海道留萌市

❽ 根室ひまわり基金法律事務所 北海道根室市

❾ 本別ひまわり基金法律事務所 北海道中川郡

❿ 岩内ひまわり基金法律事務所 北海道岩内郡

⓫ 浦河ひまわり基金法律事務所 北海道浦河郡

⓬ つがるひまわり基金法律事務所 青森県五所川原市

⓭ 大館ひまわり基金法律事務所 秋田県大館市

⓮ 遠野ひまわり基金法律事務所 岩手県遠野市

⓯ 釜石ひまわり基金法律事務所 岩手県釜石市

⓰ 新庄ひまわり基金法律事務所 山形県新庄市

⓱ 栗原ひまわり基金法律事務所 宮城県栗原市

⓲ 角田ひまわり基金法律事務所 宮城県角田市

⓳ 相馬ひまわり基金法律事務所 福島県相馬市

⓴ 原町ひまわり基金法律事務所 福島県南相馬市

㉑ 佐渡ひまわり基金法律事務所 新潟県佐渡市

㉒ 糸魚川ひまわり基金法律事務所 新潟県糸魚川市

事務所名 所在地
㉓ 鴨川ひまわり基金法律事務所 千葉県鴨川市

㉔ 下田ひまわり基金法律事務所 静岡県下田市

㉕ 小浜ひまわり基金法律事務所 福井県小浜市

㉖ ひまわり基金あわじ法律事務所 兵庫県淡路市

㉗ 熊野ひまわり基金法律事務所 三重県熊野市

㉘ 紀中ひまわり基金法律事務所 和歌山県御坊市

㉙ 隠岐ひまわり基金法律事務所 島根県隠岐郡

㉚ 弁護士法人さいわい
真庭ひまわり基金法律事務所

岡山県真庭市

㉛ 高梁ひまわり基金法律事務所 岡山県高梁市

㉜ 益田ひまわり基金法律事務所 島根県益田市

㉝ 石西ひまわり基金法律事務所 島根県益田市

㉞ 安芸ひまわり基金法律事務所 高知県安芸市

㉟ 須崎ひまわり基金法律事務所 高知県須崎市

㊱ 中村ひまわり基金法律事務所 高知県四万十市

㊲ 対馬ひまわり基金法律事務所 長崎県対馬市

㊳ 壱岐ひまわり基金法律事務所 長崎県壱岐市

㊴ 豊前ひまわり基金法律事務所 福岡県豊前市

㊵ 阿蘇ひまわり基金法律事務所 熊本県阿蘇市

㊶ 島原中央ひまわり基金法律事務所 長崎県島原市

㊷ 八重山ひまわり基金法律事務所 沖縄県石垣市

稼働中のひまわり基金法律事務所

（2019年5月1日現在）

（2019年5月1日現在）
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公設事務所弁護士の活動は、基本的には、一般の法
律事務所の弁護士と同様です。依頼者から事件の相談・
依頼を受け、一般民事・家事・債務整理・刑事事件な
どの幅広い業務を行っています。
公設事務所の特徴は、地域の様々な法的ニーズが集
まるところにあります。通常の事件にとどまらず、法人破
産や行政訴訟、医療過誤、建築紛争など多岐にわたり
ます。都市部ではなかなか経験できない破産管財人や
成年後見人など、裁判所から委嘱される事件も経験で
き、やりがいがあります。また、自治体から講演会の講
師や委員の選任を依頼されることもあります。
そして、仕事で多忙な日々を送る一方、プライベート
では、自然豊かな地域でのおいしい食事や温泉など、
余暇を楽しむこともできます。
日々の業務の悩みや運営上の疑問については、公設
事務所ごとに設置される支援委員会の助言を受けること

ができます。また、日弁連では年に2回、様々な分野に
関する専門的な研修会や公設事務所弁護士が一堂に会
する協議会を実施するなどして、公設事務所をバックアッ
プしています。
任期は2年又は3年ですが、希望により原則6年まで
延長が可能です。任期満了後は、事務所を後任弁護士
に引き継ぐか、または、そのまま定着※することも可能
です。その場合、事務所にある什器・備品等はそのま
ま使用することができます。
事務所の運営は、公設事務所弁護士の責任において
行いますが、収入が一定基準に満たない場合は、日弁
連から援助を行う制度があります。

※ 定着：公設事務所弁護士の任期終了と同時に公設事務所を
終了させ、事務所の名称変更等により公設事務所を
そのまま個人の事務所に切り替えることをいいます。

公設事務所弁護士の活動

新人弁護士等養成事務所

公設事務所への赴任を希望する司法修習生や若手弁
護士のために、日弁連では、新人弁護士等養成事務所
（養成事務所）の登録・援助制度があります。養成事務
所では、赴任地で必要な実務等をあらかじめ経験する
ことができます。養成事務所には、公設事務所に赴任
した経験のある弁護士が在籍していることも多く、赴任
に当たっての心構えなど実務以外の情報等を得ることも
できます。
また、養成事務所に就職すると、日弁連が主催する
研修会を受講することもでき、赴任後に必要な分野の
習得等が可能です。
養成事務所の中には、法テラスのスタッフ弁護士や弁

護士過疎・偏在地域で独立開業する弁護士を養成する事
務所を兼ねている事務所もあります。また、各地の弁護士

会・弁護士会連合会の支援により設置される「都市型公
設事務所」は、多くの公設事務所弁護士を輩出しています。
公設事務所への赴任を考えている場合は、養成事務
所への就職を選択肢としてお薦めします。
採用は、一般の法律事務所と同様に、各養成事務所
が行いますので、詳しい採用条件等は、各養成事務所
にお問い合わせください。

日弁連等による採用情報説明会・
公設事務所の見学等

日弁連では、毎年秋頃に養成事務所の採用情報説明
会を行っています。養成事務所に所属する弁護士だけで
なく、公設事務所弁護士から直接話を聞くことができます。
司法修習予定者等を対象にした、公設事務所の無料見
学バスツアーもあります。現地を直接見ることのできる貴重

公設事務所弁護士になるには

採用情報説明会

公設事務所見学
バスツアー

日弁連の定期
研修会など

充実した研修実務経験
を積む

応募
・

面接
選定

公設事務所
赴任

公設事務所
見学

旅費の
補助あり

養成事務所
就職

一般事務所
就職
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な機会というだけでなく、公設事務所に赴任した経験の
ある弁護士が複数、同行しますので、ぜひご利用ください。
また、公設事務所弁護士への応募を検討するために
公設事務所を見学した際の旅費を一部又は全部援助す
る制度もあります。
　　

応募から選定までの流れ

公設事務所弁護士の募集情報は、日弁連ウェブサイ
ト、日弁連新聞に随時掲載しています。既設の公設事
務所では、現任者の任期満了の約1年前から後任者を
募集します。応募資格等、詳しくは担当窓口までお問い
合わせください。
応募書類を日弁連に提出いただいた後、支援委員会
において面接等が行われ、後任者が選定されます。

糸魚川ひまわり基金
法律事務所開所式 

オホーツク枝幸ひまわり基金
法律事務所開所式

公設事務所に赴任する時、新たに公設事務所を設置
する場合は、開設費用として、「日弁連ひまわり基金」か
ら上限500万円の援助を受けることができます。既設の
事務所を前任の弁護士から引き継ぐ場合も、開設費用
として一定の範囲で援助を受けられます。そのほかにも、
赴任に際し、日弁連から各種経済的な援助があります。

また、任期中、弁護士業務にかかる年間所得が720
万円に満たなかった場合は、運営費の援助を受けるこ
とができます。

公設事務所弁護士が受けられる経済的援助

援助の種類 開設費の援助 施設賃借費の援助 運営費の援助

時　期 赴任時 任期中

援助の概要

事務所を新規開設し、または、引継
ぎを受ける時に必要な什器・備品、
書籍、車両の購入費、引越費用、登
録換え費用などについての援助

施設を賃借する際に必
要となる敷金、保証金
等に対する援助

実際の所得が、運営経費に720万円
を加えた額に満たない場合に、その
不足分を援助

金　額
実 費

新規開設の場合は、上限500万円。
引継ぎの場合は、300万円が目安。

実 費
年間所得720万円と実額との差額

（上限1000万円）

※ いずれも日弁連で申請内容を審査して、援助額を決定します。

赴任する時に自分で費用を
全部準備しなくても大丈夫！

2019年定期研修会日程表
日 程 講義時間 講義内容

第1回 1月
10:30～12:00 基礎講義1 捜査弁護
13:00～14:30 基礎講義2 離婚
14:45～16:15 基礎講義3 DV

第2回 2月
10:30～12:00 基礎講義4 労働
13:00～14:30 基礎講義5 高齢者
14:45～16:15 基礎講義6 破産管財

第3回 3月
10:30～12:00 基礎講義7 債務整理
13:00～14:30 基礎講義8 執行
14:45～16:15 基礎講義9 保全

第4回 4月 ①12:00～19:00 
②   9:00～16:30 刑事法廷弁護技術研修（合宿）

第5回 6月
10:30～12:00 基礎講義10 交通事故
13:00～14:30 基礎講義11 相続Ⅰ
14:45～16:15 基礎講義12 相続Ⅱ

第6回 7月
10:30～12:00 基礎講義13 生活保護
13:00～14:30 基礎講義14 犯罪被害者支援
14:45～16:15 基礎講義15 消費者

第7回 8月

10:30～12:00
選択講義1 医療
選択講義2 公設事務所弁護士になるには

13:00～14:30
選択講義3 税務Ⅰ
選択講義4 外国人Ⅰ

14:45～16:15
選択講義5 税務Ⅱ
選択講義6 外国人Ⅱ

第8回 10月

10:30～12:00 基礎講義16 少年事件
12:45～14:15 基礎講義17 裁判員裁判
14:30～16:00 基礎講義18 関係機関との連携
16:00～16:30 特別講義 赴任前に何をすべきか

第9回 11月
10:30～12:00 基礎講義19 弁護士倫理
13:00～14:30 基礎講義20 障害者Ⅰ
14:45～16:15 基礎講義21 障害者Ⅱ
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「司法過疎の問題は、少数者の人権をどう守るかという問
題」…ある先輩の弁護士の言葉です。今、私たちの周りに
は様々な人権、差別の問題が渦巻いて
いますが、過疎地の問題を「人権」とい
う切り口から語られたことに、私ははっ
としてしまいました。ひまわり弁護士は、
人権救済の最前線で日々苦闘している
と言っても過言ではありません。
事務所の所在する紋別市は、北海道
のオホーツク海側に位置する人口2万
2000人ほどの街です。夏は冷涼で過ご
しやすい地域ですが、冬場は海が流氷で閉ざされ、時には
前が見えなくなるほどの吹雪に襲われます。この地域に弁護
士がいなければ、住民の方は車を2時間以上走らせなけれ
ば相談をすることができない、さらに言えば、法的な救済
を受ける機会を失ってしまうことになります。
そういった人々の救いの手になりたいという単純な思いで

「ひまわり弁護士」を目指し、この地で仕事をしてもうすぐ4年
になります。「移動ばかりの仕事にやりがいはあるのか」「住
人が少ないのに事件の経験などできるのか」という声も聞こ
えます。しかし、地域の弁護士が少ない中で背負う緊張感
のもと、「相談してよかった」「先生に来てもらえてよかった」

という声をかけられる喜び、達成感は、都会での仕事では
決して味わうことはできません。また、同じような経験年数

の弁護士では経験できない案件を裁
判所から配点されたり、地方特有の慣
習の中でどのように紛争を落ち着ける
か頭を悩ませたりするなど、都会では
得がたい経験をたくさんすることができ
ます。
さらに、街に出れば、「弁護士」では
なく「一人の市民」として私のことをみて
くれます。街の人はすごく優しく接して

くださり、お陰でいろいろな繋がりをもつことができました。
夏には一緒にランニングを楽しんだり、冬には氷像作りにも
参加しました。最近は、町長と一緒に寸劇に出演し、成年
後見制度を周知するために活動しました。色々な職種の方と
交流ができる環境にあることも、過疎地の魅力の一つです。
司法過疎地での仕事を選択して、本当によかったと心の
底から思います。こうした経験を生かしたいと考え、私は現
在、北海道の別の弁護士過疎地域で開業し、仕事をしてい
ます。このパンフレットを手にとられたみなさんが、ひまわ
りの花を津々浦々で咲かせることを願っています。

つがるひまわり基
金法律事務所は、
青森県五所川原市
に平成19年に開設
されました。私は、
平成 29年 8月に5
代目所長として、赴
任をしました。当事
務所は、青森地方
裁判所五所川原支

部管内にあり、管内人口は約15万人です。五所川原市では、
青森市の青森ねぶた祭、弘前市の弘前ねぷた祭りと並び大
規模な立佞武多（たちねぷた）祭があり、祭の時期には100
万人もの人が五所川原市を訪れ、とても活気がでます。
現在、五所川原支部管内には、弁護士事務所が当事務所
も含めて4つあります。私が赴任する前には、五所川原支部
管内に弁護士が最大で7名いた時期もありましたが、現在は
4名まで減り、ひまわり基金法律事務所がまだまだ必要な地
域です。
事件としては、民事・家事事件が5割、破産・債務整理

関係が3割、刑事事件1割、裁判所からの事件が1割くらい
です。また、通常の事件の他に、講演や出張の法律相談も
あり、五所川原支部や隣の弘前支部に女性の弁護士が少な
いためか、女性のための法律相談や講演会を依頼されるこ
とも多く、女性弁護士としてのニーズも痛感しています。五
所川原市から青森市や弘前市など青森県内の主要都市まで
車で1時間弱とアクセスもよく、青森の本庁や弘前支部での
弁護士会内での研修やイベントにも積極的に参加していま
す。また、テレビ会議システムが発達しているので、事務所
にいながら委員会に参加することもでき、県内の弁護士との
交流も盛んです。
五所川原市は、青森市や弘前市などの弁護士が多い主要
都市から車で1時間かかりませんが、それでも車がない高齢
者の方などにとっては、身近に法律事務所があることで、頼
られることが多いです。
ひまわり基金法律事務所での活動は、弁護士としての存
在価値を改めて認識させてくれるものであり、とてもやりが
いがありますので、是非とも多くの弁護士が興味を持ってく
れることを望みます。

現地で頑張っている弁護士を紹介します

成年後見制度周知のために行った寸劇の
カーテンコール。右から2番目が筆者。

極寒の地でも、ひまわりは咲いています！� 元紋別ひまわり基金法律事務所所長　田村　秀樹

迫力満点の立佞武多と筆者。

女性弁護士としての活躍の場はたくさんあります� つがるひまわり基金法律事務所所長　笹森 真紀子
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真庭ひまわり基金法律事務所は、平成23年4月に真庭市
に開所し、平成29年4月に私が3代目の所長に就任しまし
た。真庭市には勝山簡易裁判所がありますが、その管轄区
域内の弁護士事務所は当事務所だけです。
弁護士になり、6年間、岡山市内で活動をしていましたが、
同じ岡山県内からとはいえ、真庭に赴任して環境ががらりと
変わりました。まず、冬場はスタッドレスタイヤに履き替えな
ければいけなくなりました。事務所のある久世地域ではそこ
まで積もらないのですが、湯原地区、美甘地区、蒜山地区
は雪深く、ノーマルタイヤでは太刀打ちできません。赴任し
て1年少しの間に、事務所の近くや通勤途中にイノシシ、タ
ヌキ、シカ、サルを見かけました。事務員からは、あとキジ

とクマだけですね、
と言われています。
私は、ひまわり基
金法律事務所や法
テラスのような公設
の事務所とは関係が
ない、ごく普通のマ
チ弁事務所に就職
し、３年経ち独立と
いう経歴でした。た

だ、委員会活動において、弁護士事務所のない地域での法
律相談会の開催の担当をしているのですが、その際に自治
体の方々や相談者の方々に弁護士に相談できることについて
感謝されることが多く、その印象が強く残っていました。そ
のため、同じ会内にある真庭ひまわり基金法律事務所が所
長を募集しているという話を聞き、自分で立ち上げた事務所
を法人化した上で、応募をしました。
弁護士が一人しかいない地域で弁護士をすることのメリッ
トは、なんといっても案件の種類、量がともに豊富であると
いうことです。弁護士になってから初めて見る事件も多く、
保全の起訴命令事件などは、文献を当たっても、数行程度
しか記載がなく、書式なども見当たらず、非常に苦労しまし
た。そのほかにも、弁護士が一人しかいないということで、
依頼者だけでなく、市役所や社会福祉協議会等から色々な
相談、依頼があり、様々な方に頼られ、非常にやりがいの
ある職場です。
ぜひ、地域への貢献とともに、弁護士としての成長も得る
ことができる公設事務所に応募し、ひまわりの花を咲かせま
しょう。

輪島ひまわり基金法律事務所は、石川県北部に位置する
輪島市に設置されています。石川県は親指の形に例えられる
ことがありますが、その例えで言えば、皆さんの左手親指の
第1関節付近が輪島市だとイメージしてもらえればと思いま
す。輪島市は、全国的にも有名な「輪島塗（漆器）」の産地で
あり、また、漁業が盛んな地域です。
私は、2015年10月から第4代目所長として赴任しており、
現在約3年程度が経とうとしています。年間相談件数や受任
件数はそこまで多くはなく、1件1件に力を注いで事件に当
たれる環境だと思います。よく地域の事件の特色を聞かれま
すが、中堅都市部とほぼ相違ないと感じています。
さて、現に赴任弁護士としてどう感じているかと言えば、
やりがいがあり、生活もし易いと感じております。自らが地
域の数少ない弁護士として、所長として責任を負い、人の悩
みを聞き、解決策を提示し、事案を解決に導くというのは、
やはり強いやりがいを感じます。また、過疎地での業務はの
んびりした田舎ならではの風景に常に身を置いているため、
起案に疲れた時はすぐに海へ行く等して気分転換もし易い
です。

私生活面では穏やかな環境で家族と過ごせています。そ
して何より、私は赴任後魚釣りにどはまりしてしまい、今で
は自宅玄関が釣り道具で埋め尽くされる状況になる程愉しん
でいます。大きな魚が釣れると、心から「輪島ひまわり基金
法律事務所に来て良かった！」と思います。
ひまわり基金法律事務所は、これまで数多くの諸先輩方
による熱意によって築き上げられてきた制度です。私自身と
しては、その様な制度に参加し、さらに、少しでも力になれ
ているのであれば非常に誇らしく感じます。
皆さんも地方での弁護士を経験してみませんか？

地方ならではのやりがい� 弁護士法人さいわい支所真庭ひまわり基金法律事務所所長　髙谷　　敦

司法過疎地の弁護士の生活� 輪島ひまわり基金法律事務所所長　石井　翔大

（2019年3月1日時点）

本日の釣果はイカ。

事務所にて執務中。
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お問合せはこちらまで

2019年7月発行

Q 公設事務所に対しては、どのようなサポート体制が
ありますか？

A
各公設事務所に
は、日弁連、地

元弁護士会、弁護士
会連合会の代表者各
２名計６名による支
援委員会が設置され
ており、年に３回以上、公設事務所の所在地等で会議が開
かれます。公設事務所弁護士は、業務の報告をするとともに、
抱えている悩みや課題について相談することができます。
また、日弁連が設置するメーリングリストでも質問や相談

ができます。
そのほか、年に２回、全国の公設事務所弁護士が一堂に

会する研修・協議会があり、意見交換等を行っています。

　

Q 公設事務所弁護士に義務はありますか？

A
当番弁護士、国選弁護、法律扶助、その他一般の法
律相談等の公益的な活動を積極的に行う義務が課せら

れます。
また、支援委員会の会議に出席して、事務所の運営状況

と会計等の報告を行う義務もあります。
なお、弁護士過疎地において広く市民の方のニーズに応

えるという趣旨から、公設事務所弁護士に就任後、
新たに顧問契約を締結することは禁止されてい
ます。

Q 法テラスが採用する勤務弁護士（スタッフ弁護士）と
の違いは何ですか？

A
公設事務所の赴任先は、スタッフ弁護士と異なり、応
募者が自分で選んで応募、選定されることにより決まり

ます。
また、スタッフ弁護士の収入は、法テラス（国）が支給す
る給与ですが、公設事務所は、基本的には個人の経営する
独立採算の事務所です。そのため、事件処理等による売上
げの中から、事務職員の給料や事務所の賃料などの経費を
除いた部分が所得となります。
ただし、所得が年間720万円に満たない場合には、運営
費援助を受けられる制度がありますし、運営方法等につい
て支援委員会の助言も得られます。これまで公設事務所弁
護士は、地域との連携を進めるなどして、事務所運営につ
いて色々な工夫をしています。
また、公設事務所の設置目的に反しない限り、受任する
事件の種類や内容、弁護士費用の設定、弁護団への参加な
どに制約はありません。弁護士会の委員会活動等にも積極
的に参加することができます。地元の各種団体への参加や
公的役職（自治体の委員等）への就任なども同様です。
任期の延長（原則6年以内）も公設事務所弁護士の意向
が尊重されています。

Q 任期満了後はどのような進路がありますか？

A 公設事務所に赴任した弁護士の進路は多岐にわたって
います。

赴任先に定着した場合もありますし、出身事務所に戻っ
て後輩弁護士の指導に当たるケースもあります。
一般の事務所に入ったり、仲間と、あるいは、一人で新た
に事務所を開設したり、企業法務や事業再生をしている人、
インハウスで働く、任期付公務員や国際機関の職員になる、
海外へ留学する、裁判官に任官する場合などもあります。
任期満了の約1年前には、任期を延長するか否かを決め
るため、多くの場合は、赴任中に任期後の希望進路を見つ
けます。多くの公設事務所弁護士が赴任中の経験を活かし
て、自分の希望するキャリアを実現しています。

ひまわり基金法律事務所への赴任に関心のある方は、以下の担当窓口までご連絡ください。
また、日弁連ウェブサイトでも、日弁連の弁護士過疎・偏在対策活動などを紹介しています。ぜひご覧ください。
公設事務所　担当窓口：日弁連業務部業務第二課
電　話　03-3580-9942������メール���legalcenter@nichibenren.or.jp
日弁連のウェブサイト
   HOME ＞「日弁連が取り組む重要課題」 ＞ 「あなたのまちに弁護士を～過疎偏在対策～」 ▶
　                https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/counsel/kaso_taisaku.html

　　　　   ◀公設事務所弁護士の募集情報 ◀養成事務所は「弁護士・修習生求人求職システム
ひまわり求人求職ナビ」でも検索できます。

　 https://www.bengoshikai.jp/kyujin/link.php
https://www.nichibenren.or.jp/
activity/resolution/counsel/
kaso_taisaku/himawari/bosyu.html

ひまわり基金法律事務所�Q&A

公設事務所弁護士協議会

○○ひまわり基金法律事務所  所長弁護士

支援委員会
日弁連 弁護士会 弁護士会

連合会


