
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法テラス広島で副所長を務めております成田と申します。普段は，福山市で弁

護士をしておりますので，今回は，福山市を含めた広島県東部地域の法テラスを

めぐる状況についてお話ししたいと思います。 

広島県の東部には福山市・尾道市・三原市・府

中市・神石高原町・世羅町の各市町があり，約

75 万人が暮らしています。鉄鋼，造船，繊維，

電子産業を中心に上場企業やトップシェア企業

を数多く抱える地域で，全国的にみても，経済活

動が活発な地域です。 

残念ながら，法テラスの事務所は，県庁所在地

である広島市にしかありませんが，法テラスを利

用することは，もちろん県東部の市民の皆様も可

能です。ご利用を希望される場合には，法テラス

広島にお電話（050-3383-5485）いただくか，法テラスと契約している弁護士・司

法書士，もしくはお近くの法律相談センター等に直接お尋ねください。 

さて，平成 29 年 4 月から，広島地方裁判所福山支部でも，労働審判事件を受け

付けるようになりました。これは，未払い残業代，不当解雇，セクハラ，パワハ

ラなど，労働者と事業主との間で起きた労働問題を労働審判官 1名と労働審判員 2

名が審理し，迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続です。従

来は，広島市にある広島地方裁判所（本庁）でしか，受け付けてもらえませんで

した。制度の周知が十分でないせいか，利用はまだ活発ではありませんが，今後，

福山支部での申立件数は確実に増加すると思われます。もちろん，法テラスの民

事法律扶助（弁護士費用の立替制度）を利用して申立てを行うことも可能です。 

国選弁護人・国選付添人に関する業務（候補の指名及び裁判所への通知，国選

弁護人に対する報酬・費用の支払いなどの業務）も法テラスの重要な業務です。

もっとも，県東部の弁護士は，広島市の弁護士と比べて，若干，特殊な事情を強

いられることもあります。というのも，殺人罪，強盗致死傷罪等の重大な犯罪に

ついては，裁判員裁判が開かれることになっていますが，現状，裁判員裁判は，

広島市にある広島地方裁判所（本庁）でのみ開かれます。このため，県東部の弁

護士は，裁判員裁判の対象事件を扱う際には，遠方にある本庁に出向いたり，起

訴後，広島市の弁護士にバトンタッチをしたりしています。少年事件の付添人に

ついても，少年鑑別所が広島市にあるため，県東部の弁護士は，鑑別所に収容さ

れた少年と面会するために足繁く広島市まで通うことになります。 

他にも，犯罪被害者支援，高齢者・障害者・ホームレス等に対する法律援助等，

法テラスは社会の隅々まで法的サービスが行き渡るよう，様々な活動をしていま

す。今後とも法テラスをよろしくお願いいたします。  
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 法テラスには、市民からの相談や問い合わせだけで

はなく福祉機関等の支援者からも多くの相談が寄せ

られます。その中でも 近は、１つの問題に対処すれ

ば足りる場合ばかりでなく、複合的な課題を抱える人

に対する総合的な「丸ごと」支援が必要な相談が増え

ています。また、相談者１人に対する対応や支援だけ

では足らず、その家族全員に目を向けた解決が必要な

場合もあります。高齢者世帯では、高齢者だけではな

く養護者に対しても対応が必要かもしれません。親の

問題に子どもが巻き込まれて子どもが犠牲になって

いる場合もあります。 

 このような多くの対処が必要な場合に、ワンストッ

プで一挙に解決してもらえて直ちに苦しみから解放

されたいとの相談者の大きな期待もあります。 

 このような場合に、１つの機関だけでは対応しきれ

ずに困り果ててしまうことがあります。そのようなと

き、他の機関の相談担当者と一緒になって悩み、考え

て、アイデアを出し合うことで、問題解決に向けて前

進できることがあります。対応に苦慮していたところ

をあきらめずに踏ん張るエネルギーを他の支援者か

らもらうこともあります。１人ではなく皆で考えるこ

とで問題の難易度も下がります。これができるのも、

日頃から顔のつながった関係機関との連携に基づく

協働ができるからです。相談者本人のみならず支援者

自身もそのほかの支援者に支えられているといえま

す。 

他業種連携の場を持つことの重要性に鑑み、昨年 10

月 25 日に法テラス広島主催で地方協議会を開催しま

した。 今回は、広島市の福祉関係の行政機関や保健

所、子どもや障がい者の相談支援機関、病院や社会福

祉協議会の相談担当者等にお集まりいただき、高齢化

と孤立化が問題視されている、いわゆる「8050 問題」

を素材として、事例の検討と意見交換を行いました。 

 詳細については、以下「第 12 回広島地方協議会の

開催報告」をご覧ください。 

法テラス広島では、支援者に対する支援の観点から、

少しでもお役に立ちたいと考え、福祉関係者などの担

当者に対して電話による情報提供を行っております

ので、ぜひご活用ください。 

 
↓支援者からの相談はこちらまで 

支援者相談ダイヤル 

☎082-224-0024 

 

 

 

法テラス広島では、毎年度、関係機関の皆様にお集

まりいただき、業務説明、活動報告、意見交換等を行

う地方協議会を開催しております。 

今年度は、昨年 10 月 25 日（水）に、「苦しみの分

かち合い」をテーマに据えて、生活困窮者支援の実務

担当者の方々36 名にご参加いただき、ケース会議を主

軸として開催いたしました。 

１つの支援機関で専門外の分野まで抱え込んでし

まうことは、支援する側の疲弊を招きかねません。 

各専門分野の支援者が連携して相互の負担を減ら

すことが大切となります。 

その理念のもと、複合的な問題に対する総合支援を

実現するために、複数の問題を抱えた架空の家族を題

材にして活発なケース会議が行われました。 

 

 

 

ケ ー ス

会議を終

えた出席

者からは、

「このよ

うな多職

種間での

対話の場

を待ち望んでいた」、「他分野の視点を得ることができ

た」、「法的な観点と解決方法を知れて良かった」、「今

すぐにでも参加機関と連携を深めたい」などの声が寄

せられました。 

今回の地方協議会を通して、「苦しみの分かち合い」

へのきっかけ作りができたのではないかと思います。 

 

 ② 関係機関が連携した一括支援の重要性 

③ 第 12 回広島地方協議会の開催報告 



 

 

法テラスではお困り事を抱えた方からお問い合わせをいただいた際に、相談の内容に応じて も適した関係機

関の相談窓口の紹介や FAQ（よくある質問と回答）をデータベース化した豊富な法制度のご提供を情報提供業務

として行っております。そこから法律の専門家である弁護士や司法書士の相談をするのが望ましい場合、収入・

資産が一定の基準以下であれば民事法律扶助制度を利用した無料法律相談をご案内し、法テラス広島の事務所の

他、指定相談場所である広島弁護士会や広島司法書士会の法律相談センターの利用を呼び掛けています。 

また、弁護士や司法書士に法的手続きを依頼するための代理援助や書類作成援助といった弁護士・司法書士費

用の立替制度も一定の要件を満たすことによりご利用いただけます。情報提供業務・民事法律扶助業務の実績は

年々増加の一途を辿っており、法テラス広島の平成 29 年度上半期（４月 1 日から

９月 30 日）までの実績をご紹介しますと、情報提供件数 1,555 件（前年度 1 年間

の実績 3,193 件）、法律相談件数 4,223 件（前年度 1年間の実績 8,444 件）、代理援

助件数 1,219 件（前年度 1年間の実績 2,344 件）、書類作成援助 53 件（前年度 1年

間の実績 106 件）でした。 

制度の利用方法については法テラスのホームページをご覧ください 

（アドレス http://www.houterasu.or.jp/nagare/index.html）。 

法テラスに対する国民のニーズは益々高まっているといえます。関係機関の皆さ

まのご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

 

 
 

新制度１ 特定援助対象者法律相談援助制度 

認知機能が十分でない方は、法的問題を抱えていても、ご自分で法律相談を受けるために

行動することが難しい場合があります。このような方のために、福祉機関の支援者の方から

法テラスにご連絡いただくことによって、支援者の皆様のご協力のもと、弁護士や司法書士

が出張法律相談を実施する制度です。 

１．資力（収入・預貯金）は問いません。 

※一定額以上の資力をお持ちの方には、相談料 5,400 円をご負担いただきます。 

２．ご自宅や福祉施設などへ弁護士・司法書士を派遣し出張相談を実施します。 

 

新制度２ ＤＶ等被害者法律相談援助制度 

ＤＶ等被害者法律相談援助は、ＤＶ、ストーカー、児童虐待を現に受けている方を対象とする法律相談を実施

する制度です。再被害の防止に関して必要な法律相談であれば、 刑事・民事問わず弁護士

との面談での法律相談をご利用いただけます。 

１．資力（収入・預貯金）は問いません。 

※一定額以上の資力をお持ちの方には、相談料 5,400 円をご負担いただきます。 

２．経験や理解のある弁護士をご紹介し、弁護士の事務所で法律相談を実施します。 

 

新制度の詳細につきましては、 

法テラス広島（☎050-3383-5485） 

までお問い合わせください。 

 

 

 ⑤ 2018 年 1 月 24 日から法テラスの新制度が始まりました。 

④ 平成 29 年度上半期の情報提供業務と民事法律扶助業務の事業実績 

2018 年 1 月 24 日から新制度開始 



 

 

クロスワードパズルを解いていくと、法テラスのことがちょっぴり分かるようになります。 

ぜひチャレンジを！ 一部のキーは法テラス広島のウェブ上で公開していますので、ご覧ください。 

 

ヨコのキー 

① いわゆるブラック○○○に載ると、 

ローンが組みづらくなる。 

③ 春闘で話題にのぼる言葉。 

ベースアップの略。 

⑤ 横領によって引き出された疑いがある 

○○不明金。 

⑥ 違法な〇〇〇で借金返済していたので、 

過払金が返還された。 

⑦ ＤＶ防止法に基づく○○命令申立。 

⑧ このキーはウェブ上で公開中。 

⑩ 法テラス対馬法律事務所と法テラス佐賀 

  の間に位置する法テラス○○法律事務所。 

⑪ このキーはウェブ上で公開中。 

 

タテのキー 

① 法テラスの立替金は無○○で借りられる。 

② 日本では公務員は原則行使できない。 

③ 法テラスが○○○○費用・司法書士費用 

を立替える民事法律扶助制度。 

④ モハメド・〇〇は徴兵拒否で起訴された 

ことがあるが、後に逆転無罪判決を得た。 

⑥ 日本の学校教育の根拠法。 

教育〇〇〇〇〇 

⑧ 自己破産は〇〇〇整理の一手段。 

⑨ このキーはウェブ上で公開中。 

 

未公開キーと正解は、法テラス広島のウェブページまで。 

http://www.houterasu.or.jp/hiroshima/  「法テラス広島」で検索 

業務時間 9:00 ～ 17:00 （情報提供業務は 16:00 迄） 
（土・日・祝日・年末年始は除く） 

 

日本司法支援センター  
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/   TEL 050-3383-5485 

 ⑥ クロスワードパズルで法テラスを知ろう！ 


