
はありません。
　現在の弊事務所の主力である離
婚や相続で言えば、商圏人口に
よって相談や依頼件数が左右され
ます。北海道の特徴は、東京と北
海道をのぞく他の府県内には弁護
士会は１つしかありませんが、北
海道の場合は面積が広く４つの弁
護士会に分かれていることです。
ですから、札幌弁護士会がカバー
するのは北海道全体ではなく、札
幌市とその周辺地域のみです。
　札幌市の人口は１９７万人。そ
れに対して弁護士数は約８００人
ですから、弁護士一人あたりの人
口は 2500 人弱です。全国の市区
町村と比べると、仙台市や広島市
が同規模になります。ただし、仙
台市や広島市なら市外や周辺地域
にもマーケットは広がりますが、
札幌市は周辺の小樽市や苫小牧市
は人口１０万人程度の小さな町で
隣接もしていないため、周辺エリ

絞り込んだ、５つの分野

大きな地方都市には、歴史が長く規模も大き
な老舗事務所が存在する。一方で、東京から
は新興・若手の法律事務所が若い弁護士を送
り込み、次々に支店を開設し、マーケットに
参入してくる。こうした内と外からの狭間の
中で、これから事務所の成長を目指していく
事務所には、何が求められるのか。設立９年
目を迎える弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表の菅原仁人氏は、マーケットの状況を分
析した上で、自事務所の戦略について話した。

　弊事務所は老舗の事務所ではな
く若い事務所で、集客についても
Ｗｅｂ広告が中心のため、新興事
務所と同じポジションにいます。
　現在はリスティング広告の価格
が上がってきているため、競争が
激しくなっていると感じるところ
はありますが、そうは言っても東
京から進出してくる事務所と競合
しているかと言えば、そこまでで

アからのお客様に多くの期待はで
きません。
　閉ざされた環境の中で過当競争
を続けているという問題が、東京
からの出店が増える増えない以前
から存在していましたが、今はそ
こにさらに競合事務所の参入が進
んでいる。それが現在の状況です。
　そうした中で、どうやって勝ち
抜いていくか。
　私が感じているのは、札幌の弁
護士は真面目で責任感が強く、ご
依頼の全てに全力で対応される方
が多いということです。その結
果、札幌では、債務整理から刑
事、離婚、相続、企業法務と、全
方位の事件に対応する事務所が多
くなっています。しかしお客様か
ら見れば、例えば離婚の相談をす
るのであれば、離婚に専門的に取
り組んでいる事務所に相談したい
はずです。
　全方位型で選ばれにくい弁護士

地方都市で、
選ばれるための条件

北海道
札幌市
商圏人口１９７. １万人

地方に真剣に向き合う事務所に聞いた、
地方で成長・拡大するために必要なもの、必要なこと

特集

弁護士法人リブラ共同法律事務所

代 表 者・・・菅原仁人氏
開 業 年・・・2013年
拠 点 数・・・２拠点（札幌、新札幌）
従業員数・・・１５名（うち弁護士６名）

事 務 所 D A T A

FIVE STAR MAGAZINE 2022.0322



になるか、専門特化して選ばれや
すい弁護士になるか。どちらの方
が生き残れるかと考えたときに、
私は後者を選びました。
　そして、選ばれる弁護士になれ
ば、今後競争が激しくなっていく
中でも生き残っていくことができ
るだろうと考えています。

選ばれるためには、専門分野を絞り込むこと
が必要だと菅原氏は言う。しかし、地方で専
門特化していくことは、自らマーケットを狭
めることに繋がる。地方で行う専門特化。そ
こでは、成長戦略とセットにした絞り込みが
必要となる。

　現在、弊事務所で注力している
のは、個人分野では離婚と相続、
債務整理。企業法務では、労務顧
問と介護施設向けの顧問です。注
力する分野を絞った上で、それぞ
れの分野で勝ち切っていくことを
目指しています。
　この５つの分野に絞った理由
は、お客様からの需要が高く、社
会から求められている分野だから
です。弊事務所で現在、件数が

もっとも多いのは離婚です。札幌
は、それでも１９７万人の人口が
います。この分野は今、弊事務所
にいる２人の女性パートナー弁護
士が、熱意を持って取り組んでく
れています。相続も高齢化社会が
進み、マーケットが広がっていく
分野です。
　企業法務は開拓中ですが、労務
顧問では業務を絞り、介護施設向
けの顧問では業種を絞り込みまし
た。介護施設向けの顧問はホーム
ページを開設したのが今年の１月
ですので、始めたばかりです。介
護は相続と共通しますが、今後、
日本が抱える問題として確実に伸
びていくマーケットです。そうし
た観点から考え、絞り込んでいま
す。
　マーケティングはＷｅｂが中心
で、相続についてはテレビＣＭも
行っています。ほかに札幌でテレ
ビＣＭを流している法律事務所
は、ほとんどが東京の事務所で
す。弊事務所では、ラジオＣＭも
行っています。ラジオＣＭは、離
婚と相続ついて放送しています。
　もうひとつ、有効なチャネルに

なっているのが、司法書士事務所
との連携です。司法書士事務所で
受けた相続案件の中で、紛争性の
あるものや協議が必要なものを紹
介していただいています。税理士
さんのお客様の場合はお金を持っ
ている方が多いためか、紛争性の
ある案件は少ないのですが、司法
書士のお客様の場合は、不動産の
登記があるため、揉めてこじれて
しまう案件が多く、定期的にご紹
介をいただいています。
　お客様に選ばれるという観点で
言えば、特に離婚と相続において
は、事務所の立地が大きな要件に
なっていると思います。弊事務所
は、札幌市内に２つの事務所を構
えており、それぞれがそれぞれの
機能を果たしています。
　先に開設したのは、新札幌の事
務所でした。多くの事務所が密集
している札幌中心地の裁判所の近
郊を避け、中心地から離れた新札
幌駅周辺のマーケットを狙いまし
た。新札幌は住宅地から近いた
め、お客様もアクセスしやすく個
人事件の獲得に有利です。新札幌
が軌道に乗った後に、札幌駅前に

代表の菅原仁人氏
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出店し、本部としました。事務所
は観光名所である札幌市時計台の
真横にあり、交通の便が良い立地
で、市内のどこからでもアクセス
しやすくなっています。
　弊事務所の戦略で言えば、まず
はエリアの絞り込みを行い、その
後、よりお客様のニーズの高いも
のに専門分野を絞り込んでいき、
所内のリソースを注ぎ込んできま
した。そうした流れで、現在まで
きています。

修習生からも
選ばれる事務所になる

地方の事務所が難しいのは、人材の獲得にあ
る。特に地方の法律事務所では、弁護士の確
保が難しく、事務所の成長を阻む大きなハー
ドルとなっている。

　採用難はここ数年、顕著になっ
ています。北海道弁護士会連合会
の主催で行われた昨年の就職説明
会では、ブースを出店した法律事
務所の数が、修習生の人数を上回
りました。これまでは、ブースの
前に列ができることもあったので
すが、採用する事務所が増えて、
競争がいよいよ激しくなってきま
した。これは、司法改革が始まっ
た６０期以降の弁護士が独立し、
弁護士採用をし始めた影響だと思
います。出店ブースを見ると、そ

のような事務所が目立ちました。
　弁護士の採用は、年々難しく
なっています。ですからここで
も、どうやって選ばれるかという
考えが重要になってきます。
　弊事務所の考えは、離婚と相続
により注力していくことによっ
て、離婚と相続に取り組みたいと
いう修習生に選んでもらうという
もの。そうやって採用できればす
でにマッチングもできていますの
で、入所後にやりたくない仕事を
やらされて辞めてしまうなどとい
う、残念な事態を避けることがで
きます。
　もうひとつは、企業法務への取
り組みです。やはり、企業法務を
やりたいという修習生が多い。弊
事務所で企業法務に取り組み始め
たのは、修習生へのアピールとい
う側面もあります。
　事務局については恵まれてい
て、採用や育成に苦労していませ
ん。弊事務所では弁護士に対する
事務局の割合が多くなっており、
積極的に事務局を活用していま
す。例えば離婚では、はじめに事
務員が聞き取りを行いますので、
弁護士は相談内容と解決の方向性
を把握してから面談に臨めます。
　相続も事務員が活躍できる場面
が多く、相続人や相続財産の調
査、遺産分割協議書や連絡文書の
原案の作成などを事務員が行い、
弁護士はそれをレビューし、修正

を加えることで弁護士の負担を少
なくしています。事務員の活躍に
より、非常に効率的に仕事が進め
られています。

取材時に菅原氏から、「全国チェーンの『餃
子の王将』が北海道に初めて上陸したとき、
店の前に長蛇の列ができた」という話を聞
いた。これが東京なら、列に並んでまで食べ
ようということにはならないだろう。北海道
に限らず、地方では東京から来たというだけ
で、それを有り難がる。「東京から来た法律事
務所」というのもそれは同じで、それだけで
目立ち、選ばれやすくなる。

　札幌の約８００人の弁護士のほ
とんどは、出身地の差異はありま
すが地元の弁護士です。その中に
東京に本店のある事務所の支店が
来れば、それだけで特別な存在に
なり、信用や安心感を与えます。
　それならば、私たち北海道の弁
護士はどうやって特徴を作り出し
ていくのか。
　私は、専門特化せずに特徴を
作っていくのは、すごく難しいこ
とだと思います。専門特化した上
で、ホームページを見ているお客
様や事務所を調べているお客様
が、分かりやすいように、選びや
すいようにしていくことが、必要
不可欠です。
　それから、札幌には大型の事務
所がいくつかありますが、弁護士
数が１０人を超えている事務所は
ほとんどなく、多くは弁護士１〜
２人の事務所です。ですから、今
後も採用活動に力を入れて弁護士
１０名を超えれば、それが弊事務
所の特徴となり、そこからさらに
成長していきたいと考えていま
す。■

札幌駅前本部が所在するビルの外観

新札幌駅前オフィスが所在するビルの外観
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