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法律相談センターの現状
－下げ止まらない相談件数1

　ご存じのとおり、近年、弁護士会が運営す
る法律相談センターの相談件数は、全国的に
減少の一途を辿っているといわれています。
　法律相談センター運営委員会は、相談件数
の減少に歯止めをかけるべく様々な事項に取
り組んできましたが（近時の取組みに関する
ものとして、各年度における当会の会務報告
書のほか、小海範亮「市民のための法律相談
センターを目指して」（本誌平成23年6・7月合
併号16頁以下）、奥野滋「岐路に立ち続ける弁
護士会法律相談」（本誌平成24年6月号51頁以
下）、鶴田信一郎「23区自治体法律相談と弁護
士会の連携」（本誌平成25年4月号48頁以下））、
抜本的な解決策はなお見出されていません（第
二東京弁護士会「平成25年度会務報告書」122
頁にも、「法律相談センターの相談件数の減少
が顕著であり、下げ止まらない状態である。
その結果、稼働率も減少しているのが実情で
ある。」との記載があります。）。
　本稿は、近時の法律相談センターの現状等
を簡単にご説明し、法律相談センター運営委
員会のこれまでの取組みや今後の方向性をご
紹介するものです。

相談件数の推移2
　東京三会が運営する法律相談センターの相

談件数は、 図表1 のとおりです。
　まず、 図表1 のうち「①東京三会が共同で
運営する法律相談センター（平成21年度～平
成25年度）」をご覧いただきますと、「合計」
欄記載のとおり、平成21年度の件数は3万3921
件であったものの、平成22年度以降は3万件を
下回る水準で毎年度逓減し、平成25年度の件
数は1万9832件と2万件を下回りました（平成
21年度比約59％）。そして、法律相談センター
別の内訳を見ても、相談件数は殆ど例外なく
減少していることが分かります。
　次に、 図表1 のうち「②東京三会が各自運
営する法律相談センター（平成22年度～平成
25年度）」をご覧いただきますと、「合計」欄
記載のとおり、平成22年度の件数は1万0018件
でしたが、平成23年以降は1万件を下回る水準
で概ね逓減し、平成25年度の件数は7415件で
した（平成22年度比約74％）。そして、三会別
の内訳（「小計」欄）を見ても、相談件数は殆
ど例外なく減少してきたことが読み取れます。
　このように、東京三会が運営する法律相談
センターの相談件数は、全国的傾向と同様に、
減少の一途を辿っていることが統計的に明ら
かです。

法律相談センター会計の推移3
　前記 2 の相談件数の減少と連動して、当会
の法律相談センター会計は、 図表2 のとおり
推移してきました。
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　法律相談センターの主な収入は、相談料収
入（経常収益の約34 ～ 38％程度）および負担
金会費収入（経常収益の約52 ～ 58％程度）の
2つです。そして、平成21年度から平成25年度
までの会計状況をご覧いただきますと、相談
料収入は、平成21年度は6000万円強であった
ものの、以降、年々相談料収入が落ち込み、
平成25年度は4300万円強となりました（平成

21年度比約72％）。
　その結果、平成25年度においては、経常収
益は、1億2100万円強（平成21年度比約71％）、
経常費用は、1億3400万円強（平成21年度比約
79％）となり、一般正味財産減少額は、1300
万円強と平成21年度の約10倍に膨れ上がって
おり、法律相談センターの会計は、赤字化傾
向を強めているといわざるを得ません。

東京三会が運営する法律相談センターの相談件数の推移

当会の法律相談センター会計の推移（平成２１年度～平成２５年度）

図表1

図表2

名　称 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
①東京三会が共同で運営する法律相談センター（平成21年度～平成25年度）

霞が関 3,664 3,185 2,852 2,615 2,524

新
宿
総
合

一　般 3,651 2,992 2,567 2,252 1,895
医　療 283 256 205 193 180
労　働 1,088 861 716 561 448
消費者 600 520 343 288 202
外国人 437 374 270 203 153
クレサラ 3,491 2,887 1,484 1,443 1,104
小　計 9,550 7,890 5,585 4,940 3,982

交通事故 4,696 4,411 4,326 3,852 3,580
八王子 1,561 1,373 1,019 786 789
立　川 3,057 2,662 2,150 1,842 1,744
町　田 ̶ 381 331 348 312
神　田 2,651 1,964 1,143 117 ̶
家　庭 3,956 3,266 2,748 2,259 2,352

錦
糸
町

クレサラ 2,870 2,132 1,423 1,239 1,116
一　般 1,916 1,792 1,563 1,509 1,508
小　計 4,786 3,924 2,986 2,748 2,624

蒲　田 ̶ ̶ ̶ 797 1,869
三　田 ̶ ̶ ̶ ̶ 56
合　計 33,921 29,056 23,140 20,304 19,832

②東京三会が各自運営する法律相談センター（平成22年度～平成25年度）
池袋（東弁） ̶ 2,896 2,394 2,214 1,931

池袋パブリック（東弁） ̶ 354 303 249 247
北千住（東弁） ̶ 2,160 1,665 1,532 1,454
小計（東弁） ̶ 5,410 4,362 3,995 3,632

渋谷シビック（一弁） ̶ 555 598 539 444
小計（一弁） ̶ 555 598 539 444

新宿法律（二弁） ̶ 2,550 2,287 2,153 2,123
池袋東武（二弁） ̶ 817 750 720 647
池袋西武（二弁） ̶ 686 648 603 569
小計（二弁） ̶ 4,053 3,685 3,476 3,339
合　計 ̶ 10,018 8,645 8,010 7,415

（注1）　「新宿総合」（新宿総合法律相談センター）は、平成26年2月までは、旧弁護士会法律相談センター（LC四谷）の相談件数を表示しています。
（注2）　「新宿総合」のうち「クレサラ」は、平成23年7月までは四谷クレサラの相談件数を表示しています。
（注3）　「神田」（神田法律相談センター）は、平成24年5月に閉設されました。
（注4）　「家庭」（家庭法律相談センター）は、平成26年3月に新宿総合法律相談センターに統合されました。

年度 経常収益 うち相談料 うち負担金会費 経常費用 一般正味財産増減額
平成２１年度 169,351,459 60,856,475 94,234,290 170,651,551 ▲1,300,092
平成２２年度 155,735,085 54,485,703 91,012,318 165,408,683 ▲9,673,598
平成２３年度 138,548,748 47,885,865 80,770,779 131,569,401 6,979,347
平成２４年度 113,120,820 44,250,433 58,848,506 120,523,828 ▲7,403,008
平成２５年度 121,084,551 43,662,208 64,723,616 134,295,477 ▲13,210,926
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相談件数の増加に向けた対応策4
　以上の相談件数の減少（およびこれに伴う
法律相談事業の赤字傾向）を踏まえた対応策
としては、これまでにも、様々な取組みが行
われてきました。
（1）認知経路
　まず、従前から、弁護士会の法律相談セン
ターの認知度が低いとの問題意識から、ホー
ムページ、テレビCMその他の媒体の利用方法
を通じて法律相談センターの相談件数を増加
させることができないかとの議論があります
（近時の議論として、例えば、上田英友「弁護
士会が運営する法律相談センターの現状と課
題」（「自由と正義」平成24年3月号8頁以下）、
藤田哲「広報について̶愛知県弁護士会法律
相談センターの広報」（同号31頁以下）、古賀
克重「広報について̶福岡県弁護士会の法律
相談センター広報」（同号34頁以下））。
　法律相談センター運営委員会は、弁護士会
の法律相談センターの認知度を向上させ、か
つ、誰でも手軽に法律相談を予約することが
できるようにすることを目的として、平成17
年から、「弁護士アポ」を導入しました。
　「弁護士アポ」とは、利用者がインターネ
ット上で弁護士会の法律相談センターにおけ
る法律相談を予約することができるシステム
であり、現在は、新宿総合法律相談センター
（24時間予約可能）、池袋東武および池袋西武
を対象として、事前に登録された弁護士の情
報（氏名、生年月日、性別、登録番号、取扱
分野、自己紹介）を検索・閲覧した上で予約
を申し込むことができる仕組みになっていま
す。
　「弁護士アポ」の眼目は、あらかじめ弁護士
情報をある程度利用者に開示することにより、
利用者にとって相談しやすい環境を整える点
にありますが、一定の成果を上げているとの
意見が挙がっています。
（2）地方公共団体との連携
　また、従前から、様々な単位会において、
地方自治体との連携を強化して相談件数を増
加させようとする取組みが行われてきました

（例えば、東京三会以外の取組みを紹介するも
のとして、春山九州男「自治体との連携̶福
岡県弁護士会チケット制の取り組み」（「自由
と正義」平成24年3月号21頁以下）、新倉哲朗
「自治体との連携̶鹿児島県弁護士会の取り組
み（行政タイアップ方式）」（同号24頁以下））。
そして、法律相談センター運営委員会の鶴田
信一郎委員長も、本誌にて、東京都の特別区
の法律相談を「地区法曹会」が担ってきた歴
史的背景から生じる弁護士会の参入障壁、多
くの地方自治体が抱いてきたとされる直接受
任の原則に対する拒絶反応などの課題に言及
されつつ、既に当会と葛飾区、大田区、品川
区との間で実現している連携事例を紹介され、
今後も弁護士会が自ら地方自治体および「地
区法曹会」に働きかけていくことが重要であ
ると述べられています（鶴田信一郎「23区自
治体法律相談と弁護士会の連携」（本誌平成25
年4月号48頁以下））。
　現在、法律相談センター運営委員会は、年1
回の地方自治体の法律相談担当職員と東京法
律相談連絡協議会（東相協）との間の意見交
換会を通じ、さらに地方自治体との連携を強
化・推進する取組みを行っています。
（3）法テラスとの連携
　さらに、近年、日本司法支援センター（平
成18年4月発足。以下「法テラス」といいま
す。）との連携を強化する取組みも行われてい
ます。
　法テラスは、指定相談場所として指定され
た法律相談センターを運営する弁護士会のみ
ならず、このような指定を受けた法律相談セ
ンターを持たない弁護士会にとっても、利用
者の紹介元として重要な役割を果たしてきた
との指摘があります（上田英友「弁護士会が
運営する法律相談センターの現状と課題」（自
由と正義」平成24年3月号11頁））。
　現在、法律相談センター運営委員会は、2か
月に1回行われる法テラスと東京法律相談連絡
協議会（東相協）との間の意見交換会を通じ、
さらに法テラスとの連携を強化すべく検討を
進めています。また、平成25年10月に開設さ
れた弁護士会三田外国人法律相談センターは、
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法テラスの指定相談場所として指定を受けて
おり、今後は、既存の法律相談センターも同
様の指定を受けるかどうかが議論されていま
す。
（4）相談料の無料化？
　加えて、従前より、弁護士会の相談料を無
料化すべきかどうかが議論されており、既に
札幌弁護士会は、平成25年10月から全面無料
化を実施しています（全面無料化が実施され
る前の時期に札幌弁護士会の会員が執筆され
た論文として、佐藤昭彦「無料相談拡充の検
討̶広告としての無料相談」（自由と正義」平
成24年3月号13頁以下））。
　相談料の無料化が議論されるようになった
背景には、法テラス、司法書士会その他他士
業の団体、地方公共団体ひいては多くの法律
事務所において、法律相談料を無料化する傾
向が強まったという事情があります。現在、
弁護士会の法律相談センターは、「30分5,000円
（消費税別）」という料金体系を原則的に維持
していますが、無料化を肯定する側からすれ
ば、上記の背景事情を踏まえると、相談料を
無料化して法律相談センターの訴求力を強化
すべきである、という訳です。
　相談料の無料化の是非に関する本誌の論文
としては、法律相談センター運営委員会の鶴
田信一郎委員長の「法律相談̶有料・無料ど
っち？」（平成26年5月号46頁以下）があり、
無料化は相談件数を増加させる「特効薬」と
の期待もある一方で、相談料収入のゼロ化に
よる法律相談事業の赤字拡大、各法律事務所
に対する「民業圧迫」などのデメリットが指
摘されているとのことです。
　この問題を議論するに当たっては、弁護士
会の法律相談センターの位置付け、法律相談
事業の収支計画、会員が会費を負担する合理
的理由などの事項を検討する必要があると思
われます。

今後の方向性
－量的拡充から質的拡充へ5

　当初、法律相談センターは、現代よりも弁

護士の「敷居の高さ」が課題視されていた時
代に、多くの方々が遍く弁護士の法律相談を
受けることができる体制を設けるために設置
されました（当会の場合、昭和47年に会館内
に法律相談センターを設置したのが起源とさ
れています）。
　現代では、当初の時代と比較すれば、弁護
士の法律相談を受けることができる体制は相
当程度整備され、弁護士会の法律相談センタ
ーは、弁護士が全くまたは殆ど存在しない地
域を除き、概ね当初の目的を達成しつつある
とも言えるように思われます。
　また、法テラス、地方自治体などの実施する
法律相談も存在し、利用者の母体たる人口も
減少しつつある現代では、弁護士会の法律相
談センターの相談件数が減少すること自体は、
ある程度やむを得ないこととも思われます。
　仮にそうだとすれば、今後の課題は、法律
相談の件数という量的側面自体ではなく、法
律相談の内容という質的側面にシフトしつつ
あると考えることができます（その意味では、
前記 4（3）で述べた相談料の無料化の是非
は、必ずしも重要な議論ではないようにも思
われます。）。
　法律相談センター運営委員会は、近時、相
談担当弁護士の70歳定年制導入、ベテランと
若手がペアになる「複数担当制」（新宿法律相
談センター）などに取り組み、今後、法律相談
センターが提供する法律相談の質の向上に向
けた施策に取り組む方向性を取り入れました。
　これからも、法律相談センターの相談件数
の減少の問題は解消されずに存在し続けると
予想されますが、そもそも、弁護士側が法律
相談センターの利用者が満足できる内容の法
律相談を提供できているかどうかを課題とす
べき段階に入っていると思われます。その意
味では、法律相談センターは、会員にとって、
単に「法律相談を受け入れる場」であるだけ
ではなく、「高い質のリーガル・サービスを提
供する場」であり、「研鑚の場」でもあると思
われます。 
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