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静岡県弁護士会

会長　小長谷　保　このたび私は、平成２６年４月１日から静岡県

弁護士会の会長に就任いたしました。

　私は富士市に事務所を持っています。静岡県東

部の、さらに一地域である富士市という地方弁護

士であるからこそ、機会があれば様々な方々と交

流を重ね、ともかく健康で毎日仕事をしてきた姿

を仲間にみてもらい、このことで私自身を確認す

るということを大切にしてきました。平成１７年

度は弁護士会副会長を務め、その後は地方の弁護

士として何ができるかを考え続けていたところ、

奇しくも今般静岡県弁護士会の会長職に就くこと

になりました。熱意と気骨のあるスタッフに恵ま

れましたので、精一杯務めなければならないと決

意しています。

　先般の司法改革・弁護士増員政策により静岡県

弁護士会所属の弁護士の数もここ１０年程で倍増

しました。

　弁護士の数が増えることは、市民の皆様には弁

護士の存在が身近になることに繋がりますが、他

方で弁護士の経済的基盤の低下、弁護士の質の問

題、弁護士による公的活動の制限・競争による濫

訴の心配など様々な弊害が心配されています。こ

のことは、弁護士の職業としての側面と、弁護士

会が自治を認められ社会の正義や人権を守るとい

う公益的側面、このどちらに比重を置くかという

ことと無縁ではありません。静岡県弁護士会とし

ても、前述の弊害を防ぐため、弁護士の数に一定

の制限を加えることを主張するとともに、市民の

皆様へより身近で司法サービスに欠けることのな

い活動をすることを目指しています。

　

　現代社会において、弁護士は単に争訟・裁判に

関わるだけではありません。成年後見制度、未成

年後見制度、自殺対策にかかる法的援助、振り込

め詐欺などの消費者被害防止にかかる法的援助、

高齢者虐待問題、いじめなど、数々の社会問題に

もかかわっています。こうした分野について、静

岡県弁護士会では，専門的知識を有する多数の弁

護士が積極的に関与し、社会環境の整備について

活動しています。このことによって弁護士が皆様

にとって一層身近な存在になるだけでなく、より

よい社会の形成を目指します。是非市民の皆様に

積極的に活用していただければと思います。

　私は弁護士になったときから、平和活動に携

わってきました。地元の富士市において、毎年夏

に市民を募集する「親と子の広島平和バスツアー」

という企画を２５年間実施してきました。「平和

のための富士戦争展」もやはり２５年程実行委員

の１人として関与してきました。静岡県弁護士会

の憲法委員会にも属し活動しています。

近時は集団的自衛権行使容認の解釈改憲問題な

ど、憲法・平和にかかわる問題が提起されていま

す。静岡県弁護士会としても憲法を守ること、我

が国の平和を守るという方向で活動を続けていき

ます。

　任期は１年です。皆様のご支援を心からお願い

申し上げます。

弁護士をもっと
身近な存在に

ご　挨　拶
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各種法律相談のご紹介 2014.6.13現在

　一般法律相談

　静岡県弁護士会所属の弁護士が、交代で、相談を担当
しています。
■相談時間　　30分間　　■相談料金　　5400円　
民事法律扶助制度（資力に乏しい方に対し、法律相談料
や、裁判費用や弁護士費用の立替を行なう制度）の利用も可能
■相談日時　　
　　●静岡支部　毎週月曜日から金曜日
　　　午前10時～12時　午後1時～4時
　　●浜松支部　毎週月曜日から金曜日
　　　午前9時45分～12時
　　　月・水・金曜日　午後1時～5時
　　●沼津支部　毎週月曜日から金曜日
　　　午後1時～3時30分
　　●掛川法律相談センター　
　　　※浜松支部にて予約受付
　　　毎月第3水曜日　午後1時～4時30分　　　　　
●下田法律相談センター　
　　　※沼津支部にて予約受付　毎週金曜日　午後1時～4時
　　　　　　　　
　交通事故相談

　交通事故の民事上の法律問題についてアドバイスを致します。
■相談時間　　30分間　　■相談料金　　無料
■相談日時　　
　●静岡支部　毎週月・水曜日　午後１時３０分～４時
　　　　　　　毎週火・木曜日　午前９時30分～12時
　●浜松支部　毎週火・木曜日　午後１時30分～4時
　　(掛川支部　毎月第1水曜日　 時間同上)
　●沼津支部　毎週月・水・金　午後１時～3時30分
　（三島：第2火、伊東：第3火、下田：第4月　時間同上）
　
　クレジット・サラ金相談

　借金の返済に悩んでいる方を対象とした相談です。
破産・再生・任意整理（過払い金返還請求を含む）等の
借金整理のための手続についてアドバイスを致します。
■相談時間　　30分間　　■相談料金　　無料
■相談日時　　
　●静岡支部　毎週月・水曜日　午前10時～12時
　　　　　　　毎週火・木曜日　午後１時30分～４時
　　　　　　　毎週金曜日　　　午前10時～12時　
　　　　　　　　　　　　　　　午後１時30分～４時
　●浜松支部　　毎週月曜日から金曜日
　　　午前10時～12時　午後1時30分～5時
　●沼津支部　相談申込に応じ、担当弁護士と協議し　
　　原則として担当弁護士事務所で相談実施。

　労働と生活に関する相談窓口

　解雇や賃金未払い等の労働問題（労働者の方からのご
相談に限ります）、生活保護及びこれに関連する問題を
対象とした相談です。相談申込に応じ、担当弁護士をご
紹介いたします。

■相談料　　初回相談料は無料
■相談日時　相談申込に応じ、担当弁護士と協議し、原
則として担当弁護士事務所で相談実施。

　高齢者・障害者相談

　高齢者・障害者の方々の、財産の管理、介護保険・福
祉サービス利用、財産侵害等についての相談です。成年
後見、財産管理等についてアドバイスを致します。
相談申込に応じ、担当弁護士を紹介します。
■相談時間　60分まで　　■相談料　　無料
■相談日時　
　　●静岡支部　毎週水曜日　午後1時～4時
　　●浜松支部　毎週金曜日　午後1時～4時
　　●沼津支部　相談申込に応じ、担当弁護士と協議し
　　　原則として担当弁護士事務所で相談実施。
※出張相談（有料）も行なっておりますので、お問い合わせ下さい。

　犯罪被害者相談

　犯罪の被害に遭われた方を対象とした相談です。被害
者が利用できる手続、加害者への損害賠償請求等につい
てアドバイスを致します。
■相談時間　30分程度　　■相談料　初回相談は無料
■相談日時　
　　●静岡支部　毎週木曜日　午前10時～11時30分
　　●浜松支部　相談申込に応じ、相談日時を決定
　　●沼津支部　相談申込に応じ、担当弁護士と協議し
　　　原則として担当弁護士事務所で相談実施。
　　　
　静岡県弁護士会あっせん・仲裁センター

　静岡県弁護士会では、静岡県弁護士会所属の弁護士が
各種のトラブルについて、解決のための公正中立な立場
で仲介役を務める『あっせん、仲裁』も行なっておりま
す。利用のための手続等の詳細については、静岡県弁護
士会発行のリーフレットをご参照下さい。

　当番弁護士・当番付添人制度のご案内

　万が一、あなたやあなたのご家族が逮捕されたとき、
逮捕された警察署に弁護士が出向き、無料で一回に限り
相談に乗ります。
　また、希望があれば、弁護の依頼も受けます（有料）。
資力の乏しい方は、刑事被疑者弁護援助制度（資力の乏
しい方に対し、弁護士費用等の援助を行なう制度）の利
用も可能です。

　申込方法　　

　弁護士会各支部へ電話にて申込
■電話受付時間　
平日　午前9時～12時、午後1時～5時
当番弁護士・当番付添人についてのみ、土日・祝日、時
間外は、留守番電話による受付をします。
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