
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 毎年４月１０日は「法テラスの日」 

日本司法支援センターでは、毎年４月１０日を「法テラスの日」と定め、

毎年、記念行事を行っています。今年の記念行事として、「無料法律相談」を

実施することになりました。相談者の資力を問わず無料でご相談をお受けし

ます。概要は下記のとおりです。ぜひご相談者の方々へご案内ください。 
なお、後日広島市及び近郊の自治体の窓口宛にチラシ等のご案内を送らせ

ていただく予定です。ご活用いただけますよう、お願いいたします。 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

1. 内 容 弁護士・司法書士による法律相談 

 1 組 30 分（完全予約制・先着順） 

2. 日 時 平成 21 年 4 月 12 日（日）10 時 ～ 15 時 

3. 場 所 法テラス広島 

 〒730-0013 広島市中区八丁堀 2-31 広島鴻池ビル１階 

4. 予 約 平成 21 年 4 月 1 日（水）午前 9 時より受付 

 先着３２名、定員になり次第締め切ります。 

ご予約・お問い合わせは 

法テラス広島 0503383-5485 まで 

 受付時間：午前９時～午後５時 

発行日：平成 21 年 3 月２日 
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2. 犯罪被害者のための新しい支援制度 ～ 被害者参加制度とは ～ 

2008 年 12 月 1 日より、犯罪被害者のための新しい支援制度が始まりました。 

誰が参加できますか？ 
参加の申出ができるのは、 

1. 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪 
2. 強制わいせつ、強姦などの罪 5. 略取、誘拐、人身売買の罪 
3. 自動車運転過失致死傷などの罪 6. 2～5 の犯罪行為を含む他の犯罪 
4. 逮捕および監禁の罪 7. 1～6 の未遂罪 

の犯罪被害者本人や法定代理人（未成年者の両親など）、犯罪被害者本人が亡くなった場合や心身に重大

な故障がある場合の犯罪被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。 

いつ、申出をすることができますか？  

起訴された後であれば、いつでも参加の申出をすることができます。  

何ができますか？  

裁判所から刑事裁判への参加を許可された犯罪被害者などを被害者参加人といいます。 
被害者参加人になるためには、検察官を通じて、裁判所に対し、刑事裁判への参加を申し出ます。 

被害者参加人になると・・・ 

1. 公判期日に出席すること 
2. 検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること 
3. 証人に尋問をすること 
4. 被告人に質問をすること 
5. 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること    ができるようになります。 

被害者参加人は、刑事裁判に参加するに当たり、上の 1～5 の行為を弁護士に委託することができます。また、

経済的に余裕がない方には、弁護士の費用を国が負担する被害者参加人のための国選弁護制度もあります。 
 

詳しくは、法テラス広島国選弁護課(代表 0503383-5485) 
又はコールセンター犯罪被害者支援ダイヤル(0570-079714)まで 
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4. 情報提供実績報告 

★ 広島地方事務所相談件数 

 右図は、法テラス広島へ電話あるいは面談でご

相談に来られた件数です。 
 毎年、４月 10 日は「法テラスの日」、10 月に

は開業記念として、この時期に記者会見や広報活

動を積極的に行うことから、相談件数にも動きが

見られます。 
 平成 19 年より昨年、昨年より今年と、着実に

相談件数が増加していくよう、これからも広報に

も力を入れてまいります。 

(H19.1～H20.12) 

平成 20 年 

平成 19 年 



 

 

3. 第４回広島地方協議会 (平成 20 年 11 月 28 日開催) のご報告 

 去る平成 20 年 11 月 28 日、福山市の後援をいただき、
男女共同参画センターイコールふくやま(福山ロッツ地下２
階）大会議室におきまして、第 4 回広島地方協議会を開催
いたしました。 

 福山市、三原市、尾道市、竹原市、府中市、世羅町の自

治体等相談機関ご担当者４５名にご参加いただき、法テラ

スの業務実績報告、法テラス広島法律事務所のご説明、

小グループに分かれての意見交換会を行いました。 

 小グループでの意見交換では、テーマを以下の３つ設けました。 

・法テラス業務の基礎 

・情報提供民事法律扶助業務を中心とした意見交換 

・情報提供・犯罪被害者支援業務を中心とした制度説明と意見交換 

 ご出席いただいた皆さまには事前にテーマをご案内し、希望されるグループ

を決めていただいておりましたので、当日は各テーマに沿った活発な意見交換

がなされました。 

 ただ、限られた時間内での意見交換であり、協議会後のアンケートでは「時間不足であった」「もっと協議の時間

を長く設けてもらいたかった」というご意見もいただきました。 

 この協議会を通じまして皆さまからたくさんの貴重なご意見をいただきました。この場をお借りしまして、心よりお

礼申し上げます。 

 なお協議会と平行して行いました民事法律扶助制度を利用した

「夕暮れ無料法律相談会 in 福山」も定員一杯の予約があり、夜７時３

０分まで、弁護士による相談を受けていただくことができました。 

 ありがとうございました。 

 なお、第４回広島地方協議会の詳細な会議録を法テラス広島の

ホームページに掲載いたしておりますので、ぜひご覧ください。 

 （http://www.houterasu.or.jp/hiroshima/） 

 

 

 

 

★ 広島地方事務所相談内容分類 

 右図は、法テラス広島に相談された方

の相談内容の推移です。 
 「生活上の取引」には、金銭の貸し借

りや多重債務問題が含まれています。一

時は相談の半数を超えていた生活上の取

引のご相談ですが、最近の相談件数の増

加とともに、ご相談の内容も多様化して

きました。件数だけを見ますと、生活上

の取引の相談件数は月 150 件程度で大き

な増減なく推移しています。 
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広 島 地 方 事 務 所 

〒730-0013 
 広島市中区八丁堀２番３１号 広島鴻池ビル１階 

Tel 
050-3383-5485 (代表･情報提供課) 
050-3383-5483 (民事法律扶助課) 
050-3383-5484 ( 国 選 弁 護 課 ) 業務時間 

 9:00 ～ 17:00 (情報提供は 16:00 迄) 

多重債務者無料相談会での広報 
多重債務者のための 

全国一斉無料相談会実施  

平成 21 年 1 月、法テラスは、日本弁護士連合

会、弁護士会との共催で多重債務者救済のための

全国一斉無料法律相談会を実施いたしました。 
法テラス広島では、1 月 23 日(金)に実施し、約

70 名の相談申込を受け付けました。法テラスの

資力基準を満たす方は法テラスの無料法律相談

を、資力基準を満たさない方は弁護士会の無料法

律相談イベントとして利用していただきました。 

平成 20 年 11 月 28 日～30 日の間で

行われた、平成 20 年度多重債務者無

料相談会（主催：広島県多重債務者対策協

議会、広島弁護士会、広島司法書士会、広

島県、広島市、呉市、尾道市、福山市、三次

市、東広島市）の各会場に、法テラスを

ご案内するスペースをお借りし、法テ

ラスの各種制度のご説明、グッズやリ

ーフレットの配布をいたしました。 

法テラス業務の説明に伺います 

法テラス広島では、県民の方々に法テラスを知っていただき、法的トラブルを抱えた方々に広くご利用い

ただけるよう、広報活動を行っています。そのうちの一つに、研修や協議会、地域の集会等において法テラ

スの出前業務説明があります。 
これまでに、地域のイベント、民生委員の方の研修などのテーマに法テラスを取り上げていただき、ご説

明にあがりました。内容や時間は、ご希望を伺いまして対応させていただきます。また、皆さまに出張交通

費など何らかの費用負担をお願いすることもございません。 
ぜひ、研修や講演等の企画に法テラスをお呼びください。お問い合わせは法テラス広島総務課まで。 

広報にご協力をお願いいたします 

ポスター・リーフレットの掲示 

法テラスでは、ポスター、リーフレット、Q&A シリーズ

など各種用意しております。以前にもニュースレターに同封

させたていただきました「リーフレット等送付依頼書」を今

回も同封させていただきますので、いつでもお気軽にファク

シミリでご連絡ください。リーフレットに新版が出ましたら

その都度ご案内させていただきます。 
これまでに、窓口に置いていただいていたリーフレットが

切れたからとご連絡いただく以外に、研修で利用したいとの

お申出もありました。送料は法テラス負担で送付させていた

だきますので、お申し付けください。 

昨年 11 月 10 日～11 月 25 日までの間、

広島テレビ放送で法テラスのテレビコマー

シャルが放送されました。 
法テラスでは、ご相談の

電話をいただいた方には、

法テラスを認知した媒体

をアンケート調査してお

りますが、この期間以降し

ばらく、テレビで見て法テ

ラスをお知りになった方

からのアクセスが増加し、

ＣＭ効果を実感しました。 

お目に留まりましたか？ テレビＣＭ 




