
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年４月１０日より，石口俊一前所長の後任として，法テラス広島の新所長に就任させていただいた寺垣

です。私は法テラス立ち上げの時からしばらくの間，副所長として法テラス広島に係っていた者ですが，こ

の度所長として再登板させていただいたことになります。皆様方には，これまで以上に法テラス広島へのご

支援を賜りたく，宜しくお願い申し上げます。 

 さて法テラスは，総合法律支援法の「あまねく全国において，法律による紛争の解決に必要な情報やサー

ビスの提供が受けられる社会を実現する」との理念のもと，平成１８年４月に設立された組織で，今年で９

年目に入りました。その間に，多くの人々に法テラスをご利用いただき，成果をあげてきているものと自負

しているところですが，他方で，一般の方々の法テラスの認知度はまだまだ低く，法テラスがどのようなサ

ービスをどのような条件で提供しているか，ご存じない方々もたくさんおられるようです。 

 せっかくの制度ですので，できるだけ多くの方々にご利用いただきたいと思いますので，折りにふれ法テ

ラスのＰＲをしていこうと思っております。また関係機関の方々におかれましても，相談者等に法テラスを

ご紹介下さるようお願い申し上げます。 

 法テラスが今後ますます発展していくためには，関係機関の方々とさらに密接な連携をさせていただくこ

とが必要です。そのためには，様々な場を通じて互いに意見交換させていただくことが重要であると思って

おります。 

 関係機関の皆様方におかれましては，法テラスに対し，忌憚のないご意見を賜わるようお願い申し上げま

す。皆様方のご意見を伺いながら，さらなる改善を進めていき，

市民の方々がより一層利用しやすい法テラス広島にしていきた

いと思っております。 

 皆様方のご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 
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平成 25 年度下半期 法テラス広島法律事務所 スタッフ弁護士活動一覧 
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日付 内容 場所

H25.10.7 法の現場見学ツアー 法テラス広島

H25.10.15 保護観察所との連携 KKR

H25.10.15 ６６期選択型司法修習（１５日～１８日） 法テラス広島

H25.10.16 労働紛争解決ネット 広島労働局

H25.10.16 業務説明「法テラスの使い方」 広島県東部こども家庭センター

H25.11.2 被災者支援勉強会 弁護士会館

H25.11.8 法教育実践授業 北広島町立大朝中学校

H25.11.12 犯罪被害者の声を聞く会 弁護士会館

H25.11.13 講演「外国人が犯罪にまきこまれたら」 ビザサポートセンター広島

H25.11.14 講演「昨今の多重債務者相談の事例」 広島市消費生活センター

H25.11.17 国際交流の日 国際会議場

H25.11.19 中国ブロック常勤弁護士研修 隠岐島文化会館

H25.11.22
あっせん打ち切り後の民事訴訟等の具体的手
続、費用等について

広島労働局

H25.11.28 講演「サイバー犯罪被害とトラブル」 広島県立図書館

H25.11.29 性犯罪加害者支援研修 御徒町榎本クリニック

H25.11.30
自殺対策ネットワークづくりに関する全国協議会
シンポジウム

弁護士会館（東京）

H25.12.4 講演「高齢者・障がい者の困り事支援について」 長束西学区社協

H25.12.6 講演「多重債務整理について」 アザレア千代田（北広島町福祉事務所）

H25.12.10 法教育実践授業 尾道市立長江中学校

H25.12.10 まちかど相談会（10～11日） エールエール地下広場

H25.12.25 業務説明法テラスとの連携及び利用方法） 翠町地域包括支援センター

H26.1.14 広島修道大学法学部ゼミ 広島修道大学

H26.1.21 職場体験（古田中学校） 弁護士会館

H26.1.22 保護司会研修（近年の犯罪及びトラブル） 東地区保護観察所

H26.1.24 保護司会研修（法テラスとの連携及び利用方法） 東広島地区保護観察所

H26.1.25 子ども被災者支援法シンポジウム

H26.1.27 保護司会研修（法テラスとの連携及び利用方法） 安佐北区保護観察所

H26.2.3 被害者支援連絡協議会総会 広島県警本部

H26.2.9 法教育セミナーin広島 リーガ・ロイヤルホテル

H26.2.10 講演「身近な法的トラブル」 府中市保健福祉総合センター（リ・フレ）

H26.2.19 業務説明「法テラスの使い方」 広島県西部こども家庭センター

H26.2.19 保護司会研修（法テラスとの連携及び利用方法） 安芸高田市保護司会

H26.2.21 講演「成年後見制度」
己斐上学区社会福祉協議会・民生委
員・地域包括支援センターとの合同研修
会

H26.2.25 業務説明「法テラスの使い方」 東地区更生保護女性会

H26.2.28 講演「債務整理の実態」 庄原市保健福祉センター

H26.3.5 犯罪被害者支援分科会 広島弁護士会館

H26.3.9 講演「女性に関する法律問題」 中国キャリアコンサルタント研究会

H26.3.11 保護司会研修（法テラスとの連携及び利用方法） 西地区保護司会

H26.3.13 保護司会研修（法テラスとの連携及び利用方法） 安芸地区保護司会

H26.3.18 保護司会研修（法テラスとの連携及び利用方法） 庄原地区保護司会

H26.3.19 講演「成年後見制度」 府中町社会福祉保健部

H26.3.22
講演「成年後見制度と任意後見制度の基礎知識
について」

牛田コータース

H26.3.27 RCCラジオ出演 RCC
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平成２５年１１月２８日に広島県立図書館と連携させて頂

き、「サイバー犯罪被害」というテーマで講演会を実施させて

頂きました。 

 講演内容は、皆様に身近な携帯電話、スマートフォン、パソ

コンを介して様々な犯罪やトラブルに巻き込まれるケースが

発生しているため、ネットワークを介した犯罪・トラブルの概

要、具体例、対処法、トラブルに陥る行動心理等をパワーポイ

ントを利用しながら紹介させて頂きました。 

 その上で、もしもトラブルや犯罪に巻き込まれたときは、法

テラスをご利用頂けるように法テラスの利用方法についても

併せてご紹介させて頂きました。 

参加頂いた皆様からは、「あらためてサイバー犯罪についての認識ができた。法テラスについても知るこ

とができてよかった。」「法律問題に巻き込まれないことが第一であると思いますが、もし巻き込まれたとき

は積極的に法テラスを活用したいと思いました。」「身に降りかかるおそれのある事の説明と対策だったので、

興味深く聴かせていただきました。」「定期的にテーマを決めて法律講演会を開催してもらいたい。」といっ

た積極的なご意見を頂きました。 

また、当日は、テレビ局３社に取材に来て頂き、下記のとおり、テレビ放映をして頂いたため皆様に法テ

ラスを知って頂く良い機会になりました。 

      

広島テレビ 11月 28日（木）「テレビ派」放映  

ＮＨＫ広島 11月 28日（木）「ひろしまニュース 845」放映 

ケーブルテレビ ふれあいチャンネル   12月２日（月）午前８時  12月８日（日）午前 10時放映 

 

法テラス広島では、今後とも関係機関と連携させて頂き、講演会、研修会等に積極的に参加させて頂きた

いと考えております。関係機関の皆様におかれましては、是非、法テラス広島をご活用頂きたくお願い申し

上げます。 

 

 

 

法テラスは平成１８年４月１０日に設立され、この４月１０日を『法テラスの日』

として位置づけ、毎年全国各地で様々なイベントを開催しております。 

法テラス広島では本年度も４月１２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。例年どおり今回も会場別の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・公民館など配布のご協力をいただきま

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７６件の相談がありました。今回の相談会の開催にあたり、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を申し上げますと共に、

来年度において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申

し上げます。 

平成 25 年度下半期活動報告 ～広島県立図書館との連携～ 

                 

『法テラスの日』県内一斉無料法律相談会 実施報告 
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講演会の様子 

法律相談会のチラシ（広島県立図書館） 



 

 

 

『法テラスの日』に先立つ本年３月２７日、法テラス広島法律事務所常

勤弁護士の川嶋将太弁護士が、RCC ラジオ（中国放送）『バリシャキ

NOW』に生出演。ラジオの電波を通じ、同事務所の活動内容に加え、

『法テラスの日』県内一斉無料法律相談の利用を呼びかけました。 

 

 

 

 

 

平成２６年３月５日、広島弁護士会館で法テラス広島地方協議

会（犯罪被害者支援問題分科会）が開催されました。 

犯罪被害者支援に携わっておられる関係機関の皆様にお集ま

り頂き、関係機関の自己紹介に加え、活動状況報告をしていただ

き、法テラスにおける被害者支援業務の紹介、犯罪被害者支援精

通弁護士の紹介、法テラスの指定相談場所の指定、国選被害者参

加制度、被害者支援センターの東部地域の支援体制、保護観察所

と法テラスの連携、被害弁償の制度について意見交換を行いまし

た。 

実施後に回答いただいたアンケートでは、「各機関の業務につ

いて大変参考になった」「手続面での正確な情報を得ることがで

き、資料も充実していた」など好評なご意見のほか、「事例検討をもとにした協議をしてほしい」といった

ご意見もいただきました。 

法テラス広島としましても、今後も円滑に犯罪被害者支援をおこなうべく、各機関の状況報告、関係機関

の連携について意見交換をできる機会を設けていきたいと考えておりますのでご協力の程宜しくお願い致

します。 

 

（参加機関・広島被害者支援センター、広島地方検察庁、法務省広島保護観察所、広島県警察本部、広島弁

護士会、法テラス広島・順不同） 

 

『法テラスの日』をアピール RCC ラジオに生出演 

 

 

 

 

 

                 法テラス広島地方協議会犯罪被害者支援問題分科会のご報告 

 

 

 

 

 

 

                 

広島地方事務所 
〒730-0013 広島市中区八丁堀 2-31 広島鴻池ビル１階 
 

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 ) 
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ラジオ出演をする川嶋弁護士 

分科会の様子 


