
 第８回広島地方協議会を終えて  

法                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

法テラス広島 副所長（弁護士） 池上 忍 

  

６月２６日，広島司法書士会館地下大会議室において，関係諸機関９２名の

方の参加を得て，第８回広島地方協議会を開催しました。 

 この地方協議会は，市民の法的トラブルの解決業務を担い，その過程で必要

に応じて地方事務所と連携・協同して業務にあたっておられる関係諸機関に集

まって戴き，法テラスの業務説明や各関係諸機関との連携・協同のあり方を話

し合う場として毎年開催しているものです。 

 さて，今年のロールプレイニングのコーナーでは，「出張法律相談制度」を取

り上げてみました。 

法テラスは，これまでも，相談場所として，法テラス事務所内の相談室だけ

ではなく，法テラスと契約している弁護士

の事務所，あるいは，市役所等の公的施設と，その相談場所を次々と拡

充していき，市民の方ができるだけ容易に相談等を受けやすいように工

夫してきました。そして，法テラスには，一定の要件が揃えば，相談者

が指定する場所に，弁護士の方で出向いて相談を受ける出張法律相談制

度がありますが，もっとこの制度の利用していただきたいと考えており，

ロールプレイニングで，この制度の紹介と，どんな場合に出張相談がで

きるのかなどを紹介しました。 

意見交換のコーナーでは，法テラスを紹介したものの，法テラスの紹介先から，その機関が紹介されたた

め，その機関に戻ってきてしまったという案件の報告が複数あり，縦割りシステムからくる弊害の改善がま

だまだ不十分であることを改めて考えさせられました。法テラスも発足から７年が経過し，関係諸機関の紹

介をし情報の提供をした利用者が，その後きちんと解決に向けたレールに乗ってもらっているか，あるいは，

納得のいく解決を得られているか等についてきちんと検証しなければならない時期に来ていると思います。  

市民（利用者）に直に接し，市民と最も近い存在である関係諸機関と法テラス地方事務所の連携をさら

に深め，それぞれの課題を持ち寄り検討を重ねていくことが，法テラスの業務を充実させるためには不可欠

であり，今後も今年のような意義のある地方協議会を持ちたいと考えておりますので，どうかよろしくお願

いします。 
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日付 内容 場所
H24.4.4 「法テラスの日」記者会見 法テラス広島
H24.4.13 ホームレス自立支援連絡協議会 広島県社会福祉会館
H24.4.14 法テラスの日　県内一斉無料法律相談会 広島県内の各所
H24.5.9 平成24年度憲法週間「法の現場見学ツアー」 法テラス広島
H24.5.16 第62回社会を明るくする運動 広島グリーンアリーナ
H24.5.23 業務説明「民事法律扶助と震災関連業務について」 広島司法書士会
H24.5.25 講演「身近にある消費者被害」 広島県立図書館
H24.5.30 業務説明「被害者支援業務について」 広島県警察学校
H24.6.1 業務説明「市民向け法テラスの使い方」 広島市己斐・己斐上地域包括支援センター

H24.6.4 講演「高齢者の認知症について」 広島県庁土木総務課
H24.6.12～13 まちかど相談会 エールエール地下広場
H24.6.15 うつ病・自殺対策相談機関職員研修会 広島市安芸区総合福祉センター
H24.6.20 第7回広島地方協議会総会 広島司法書士会館
H24.6.22 平成24年度第１回性犯罪被害者支援実務担当者研究会 広島被害者支援センター
H24.6.27 講演「子どもたちの未来を考える」（平成24年度庄原市要保護児童対策地域協議会代表者会議） 庄原市役所
H24.6.28 業務説明「市民向け法テラスの使い方」 広島市南区地域福祉センター
H24.7.6 うつ病・自殺対策相談機関職員研修会 広島市安芸区総合福祉センター
H24.7.13 世羅町社会福祉協議会　裁判所見学ツアー 広島地方裁判所
H24.7.21 講演「死刑制度について」 広島市三篠公民館
H24.7.31 広島県地域生活定着支援センター研修会「司法と福祉のつながりを求めて」 広島市東区地域福祉センターボランティア研修室

H24.8.8 安芸高校職業体験学習 法テラス広島他
H24.8.21 プチエクスターンシップ（広島大学法科大学院） 法テラス広島
H24.8.23 巡回相談（広島県母子寡婦福祉連合会共同企画） 熊野町役場
H24.8.24 広島市ＤＶ対策関係機関連絡会議 広島市保健所
H24.8.25 広島弁護士会プレシンポジウム「自死問題を考える～私たちにできること」 KKRホテル広島
H24.8.29 業務説明+講演「法テラスと簡易裁判所の使い方」 国土交通省中国地方整備局
H24.8.30 プチエクスターンシップ（広島修道大学法科大学院） 法テラス広島
H24.9.10 人権擁護委員研修「ＤＶとセクハラ問題を支援するために」 広島法務局
H24.9.11～12 暮らしとこころの相談会 エールエール地下広場
H24.9.14 スタッフ弁護士全国経験交流会 弁護士会館（東京）
H24.9.20 ゲートキーパー養成講座 広島市精神保健福祉センター
H24.9.21 業務説明「法テラスの使い方」 広島市消費生活センター
H24.9.21 広島エフエム・ラジオ番組「モーニング・アライブ」出演 広島エフエム放送本社第１スタジオ
H24.9.27 労働相談・個別労働紛争解決制度連絡協議会 広島労働局
H24.10.1 東日本大震災被災者支援講演 岡山弁護士会
H24.10.1～5 新65期選択修習 法テラス広島
H24.10.3 法の現場見学ツアー 法テラス広島
H24.10.5 業務説明「法テラスの使い方」 広島市消費生活センター
H24.10.12 中弁大会シンポ「裁判員制度の功績と課題」 福山市春日公民館
H24.10.17 講演「地域司法と弁護士像の未来」 広島修道大学
H24.10.19 講演「子どもの身の回りにある法律問題」 広島桜が丘高等学校
H24.10.19 業務説明「法テラスの使い方」 広島市消費生活センター
H24.10.24 講師派遣「成年後見について」 広島市福木・温品地域包括支援センター

H24.10.31 職場の労働トラブル解決支援のためのセミナー 広島合同庁舎
H24.11.18 国際交流の日・法テラス相談ブース開設 広島国際会議場
H24.11.21 うつ病・自殺対策相談機関職員研修 広島市東区地域福祉センター
H24.11.28 講演「身近にある法律問題」 福山市春日公民館
H24.12.1 子どもの支援のための関係機関との連携 広島市二葉公民館
H24.12.4 講演「ケータイからの犯罪被害」 広島県立図書館
H24.12.8 巡回相談(広島県母子寡婦福祉連合会共同企画） 尾道市役所
H24.12.9～10 まちかど相談会 エールエール地下広場
H24.12.11 講演「高齢者支援の具体的事例」 世羅保健福祉センター
H24.12.15 ママフェスタ・法テラス相談ブース開設 ＮＴＴクレドホール
H24.12.18 ゼミ「民事訴訟法と訴訟費用」 広島修道大学
H24.12.21 業務説明「市民向け法テラスの使い方」 広島市南区役所
H25.1.15 職業講話 府中緑が丘中学校
H25.1.18 講演「『法テラス』ってどんなとこ？」 広島市己斐公民館
H25.2.1 地方協議会分科会(労働問題） 広島司法書士会館
H25.2.1 広島県被害者支援連絡協議会総会 広島県警察本部
H25.2.14 講演「身近な法律問題」 江田島市中町公民館
H25.2.16 講演「身近な法律問題」 エンゼル会
H25.2.16 司法通訳者交流会 広島弁護士会館
H25.2.23 就職説明会 広島弁護士会館
H25.2.28 講演「身近な法律問題」 府中市ふくし相談センター
H25.3.1 講演「市役所の業務と連携」（呉市職員研修・第68回「じぶん投資セミナー」） 呉市福祉会館
H25.3.12 労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会 広島県庁
H25.3.15～16 まちかど相談会 エールエール地下広場

法テラス広島法律事務所
スタッフ弁護士　工藤　舞子
スタッフ弁護士　川嶋　将太

活動件数：　67件
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活動報告に記載させて頂きましたように法テラスのスタッフ弁護士は地域包括支援

センター等、様々な場所で法テラスの業務説明・講演会を実施させて頂いております。

このような機会を介してはじめてお互いの

顔が見えるようになり、実際に連携して事件

を担当させて頂くことになった事案もあり

ます。 

法テラスの業務説明や講演会をさせて頂

いた後のアンケートでは、法テラスの業務内

容、利用方法、法テラスとの連携の在り方が理解できたというお

声や弁護士を身近に感じることができたというお声も頂いており

ます。 

その一方で法テラスの利用方法がわからない、法テラスの業務

内容がよくわからないといったお声も頂いており、今後も業務説

明・講演会を通して少しでも多くのみなさんに法テラスを知って

頂き、法テラスの活用をご検討頂ければと思います。 

法テラスの業務説明及び講演会は、無料で実施しております。

また、講演会のテーマについても事前にご相談させて頂き、参加

される方のニーズに沿った講演会を実施させて頂いております。                          

是非、法テラスを講演会・業務説明会に呼んで下さい！！ 

                  （詳しくは 4 ページをご覧下さい） 

                                      

 

法テラスは平成１８年４月１０日に設立されました。それにちなんで４月１０日を『法テラスの日』として、

全国各地で様々なイベントが開かれ、法テラス広島では本年度も４月１３日土曜日、広島県内の社会福祉協議会

及び広島県立図書館、法テラス広島を会場に、「法テラスの日」県内一斉無

料法律相談会を開催しました。例年通り今回も会場ごとにチラシとポスタ

ーを作成し、県内関係機関の他、会場のある各

市町の社会福祉協議会や自治体・公民館などに

配布の協力をいただきました。民事法律扶助制

度を利用した、弁護士・司法書士による無料法

律相談で、全会場で８９件の相談がありました。

相談分野は多い順に家事32件、金銭請求21件、

多重債務 15 件、不動産 11 件、労働 4 件、その

他 6 件でした。今回の相談会の開催に当たり、ご協力をいただいた広島県内の社会福

祉協議会、広島県立図書館の皆様に深く感謝致しますと共に、来年度も開催予定です

のでご協力いただきますよう、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

講演会の様子 

講演中の川嶋弁護士 

ラジオ出演中の工藤弁護士 
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相談会のチラシ（三次市） 

法テラスの日記者会見の様子 
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ＪＲ広島駅といえば、毎日大勢の人々が利用する、まさに広島の玄関口ですが、その広島駅の２階新幹線改札

口を出て在来線跨線橋へ向かう正面に広島駅周辺案内図「ナビタ」が設置されているのをご存知でしょうか。昨

年末にこの周辺案内図「ナビタ」の地図上に法テラス広島が掲載さ

れました。広島駅で下車し地理的に不案内の方々の為に官公庁や学

校、公共施設などフルカラーでわかりやすい地図となっており、さ

らにその地図の下方には、インデックスとして法テラス広島のキャ

ッチコピーと電話番号も表示していただいています。設置場所は新

幹線寄りの位置にあり

ますが、機会がござい

ましたら通りがかりのついでにご覧になってみて下さい。そして、

ＪＲ広島駅から法テラス広島に向かわれる利用者の方がおられまし

たらご案内いただければ幸いです。また、ナビタのサイト「e－navita

（イーナビタ）」には法テラス広島についての情報をご案内しており

ますので、是非ご覧になってみて下さい。 

アドレス http://www.navita.co.jp/s/11065755/ 

 

 

 

法テラス広島では、法教育の一環として、関係機関だけでなく学校や一般市民の皆さまの下にお伺いして、法

テラスの業務についてもっと知っていただけるよう、スタッフ弁護士や職員による出前講座を実施しております。

広島県内であれば、ご希望の場所にお伺いして、法テラスの実施している業務について詳しくご説明致します。

お時間、場所等ご相談に応じます。ご希望の関係機関の皆さまは申込書式がございます。下記法テラス広島のサ

イトにアクセスして頂き、書式をダウンロードしてお申込み下さい。 

 

法テラス広島のサイト内、各種パンフレットのページに「法テラス業務の説明・弁護士等の

講演依頼書」（ＰＤＦファイル）がございます。 

 

http://www.houterasu.or.jp/hiroshima/pamphlet/index.html 

  

相談会のチラシ（三次市） 

相談会のポスター 

〒730-0013 
広島市中区八丁堀 2-31 広島鴻池ビル１階 
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法テラス広島 
(広島鴻池ビル１F) 

http://www.houterasu.or.jp/ 

業務時間 
 9:00 ～ 17:00 (情報提供業務は 16:00 迄) 
Tel 

0503383-5485 (代表･情報提供課) 
0503383-5483 (民事法律扶助課)  

0503383-5484 (国選弁護課 )  4 

この地図は向かって左側が北になります 


